


球団社長 
(ま監督） 
◊お巧さなプロ野球チーム 

◊運営資金16億円 

◊ただし10年な巧に日本一になること 
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◎10年な巧の日本シリーズ制覇を目指して、ゲームスタート！ 

まずは.実在するプロ巧巧チームの 
中からチームを进んで、进手と裂巧。 
資お金8巧円と还ま巧8巧円を 
巧って、ドラマいっぱいの 
チームま普が巧まります。 

巧B0日人の実名遥キか登場します 
1巧団40人の里手と 
ち巧•コーチに、ほ年のを進手が 
がnoo人、さらに、オリジナル进手も 
大量じを括しました。 

試合を巧ながらプレイヤー自貴の 
か入もOK。ピッチヤーの 
巧ちや代ななど、 
ピンチやチャンスの時に 
直を巧示を出すことができます。 

キャンプやシーズン巧巧での 
指示巧目を大巧に巧化。 
さらに巧おされた「さくせんしつ」で 
スタメンや巧キローテーシヨン 
などの巧かい巧巧が投ミできます。 

チームを運営し、«巧のチームが 
できたら、ネットワークを巧用し、 
トーナメント大会へを加。 
1万人のユーザーとの巧巧が 
巧能です。 

9巧巧巧卞定の 
「プロ巧なチームであそぽう!」と 
リンク巧お。自分が育てた 
チームでそのままアクション巧巧を 
プレイでまます。 

S xr^amcmat fプQR*チーム6つ<ろうJのお申し込*は 〇 
M^IRECT^ /ふな 



Ml獻がZER03ぶ生 

自分が巧いぜ！！ 

①ドリ■ムキヤスト巧かがーケートll»«+aを|»。 
区ラマチックバトルモイ説説時-プのぶ!磯!。K! 

ま上を高28+5人のキャラクター 

がにM プラスが大 量 追加。 を旧Mでぶ長の仕方が 
まわるから、無巧の(リエーシヨンが楽しめる！ 

「ガイル」やr殺意のぶ巧に目覚めたリュウ」も 
即選が可能！ 

http：//WWW.capcom.co.Jp/zero3/ 
最巧ち巧満載！今すぐアクセス！ 

★カプコンソフト情a★大匹(06)69が-6659東を(03)3340-0718化*(011)281-8834化台(022)214-6040を古S(052)571-0493広ft (082)223-3339ね山(089)934-8786福间(092) 



のドリームキヤストなるではの通1IMIIで、 
心^ •■ダ-ムがよゎる。 

f爲^ ^居 
翁藏 >暴>'が 

• • - • 何とか3段までは まずは初段一 
GETしたぜ！ 1 挑戦じゃ- 「ZEROSホームページ」 

ストリ■トフアイタ-ZEROSサィわ-流道場 

物ぶ P 

9週nで 
r男」になろろ！ 



http://www.cric.co.jp/ 
3ぐは巧すをせセガ•エンターブライゼスの商樣です。 

ワイルドにダイナミックに駆けなけろ！ 

〜究極のバギ~^レーシング•シミユレータ- 
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加されている。最初に選択するご 
主人様や、ゲームを進めていくな 
かで登場する選択肢の選びちなど、 
さまざまな形で分岐が組み込まれ 
ている。それにとちなつて、各街 
及び戦闘マツプびすべて新しいち 
のに。それによって戦術性など、 

DC版の新要素はシステム面の 
改良、アニ方ビジュアルの追加だ 
けではない。これまでの開発イン 
タビューでち觸れられているよラ 
に、シナU才面でを大幅に手び加 
えられている。ちちろん、章の追 
加という要素をあるのだび、それ 
がに、ストーU—分岐を多数追 

ODCへとプラットホームが灌わった 
際に、すべてが作り直された今作。サ 
夕ーン版をもとにフルリメイクをおこ 
ない、ストーリー分岐やアニメーシヨ 
ンなどDCオリジナル要素を追加し、 
完全版ともいえる內容となった 

DC版の新要素をROMで確認 
新たな追加内容をチェック！！] 
タイトル発表か5約3力月。プ 
レイ可能なサンプルび編集部へと 
届いた。そこで、さまざまなIJ二 
ユーアルを加え5れたDC版の内 
容をチェックしてみよラ。まだ開 
発途中ではあるがサターン版との 
違いび八ッキリと出ている。前作 

カーソルでその場所をクリックす 
るといラちのだったび、DC版で 
はアベルを操作する形に変更にな 
りRPG色び強化されている。ま 
た、コマンドやアイコンなどの配 
置を変更。画面レイアウトも~新 
され、プレイヤーび遊びやすいよ 

では第1章やな儀の街中の移動は、 ラな工夫び施されている。 

•新マップでさ6にゲーム性UP 

〇街の中を始めとしたすベてのマ 
ップが描^された〇じ版。サタ 

加—ン版では主人公(アベル)のキ 
^ャラは戦闢マップ1?外には表示さ 

」れなかつたが、今回はL 
^示され操作するのだ 



参お UTiniH 

〇ビジュアルの挿入など、新たな要 
素もかなり盛り込まれるのだ 



ご主人様との生活のみを描いた 
第1章。DC版では、ご主人様と 
過ごす家のレイアウトなどすベて 
び描を直され、閉鎖された箱庭を 
ゲーム中に再現している。そこに 
は、2章政降で主人公（アベル） 
び体験する痛みち苦しみち無い、 
幸せなふた0だけの世界びある。 
ここでは、今回のサンプルをちと 
に第1章の内容を解説していこう。 

DC版の第1章はアベルを直接操 
作するミニアドベンチャー。アベ 

ルの行動次第でSニゲームやイべ 
ントが起をるようになっている。 

アベルの行動によつて選おでき 
るSニゲーム。その内容を全面的 
に変更されている。今回選択でさ 
るのは、「まき割0」「料理」「釣 
り」「狩り」の4種類。サターン版 
からそのままスライドしてさたの 
は「まき割り」と「釣り」の2種 
類。両ゲームとち操作方法は変更 
されているので、サターン版を遊 
んだプレイヤーち楽しめる。また、 
ミニゲームをクUアすることで、 
アイテムを入手でさるのだ。 

パジャマ姿でまだまだおネムと 
いつた感じのSシエツト。こんな 
無防備な姿のSシエツトと出含ラ 
といラことは、彼女の家で含ラと 
いラことなのだろラか？ この姿 
を見る限り、敵としで登撮する雰 
圃気ではないのだ;び…。 

10砂の間に、フキダシのなか 
に登場する食村と同じ色のボタン 
を押していくミニゲーム。成王力す 
るとアイテム（食べ物）を入手す 
ることがでさる0 

目の前にある薪を、タイミング 
よく Aボタンを押すことで割って 
し、く。早ければ割れないし、遅け 
れば後ろにひっくり返ってしま 
う。成功すると薪を入手できる。 

コント□—Jレキーウインドク 

コントローラのボタンがアベル 
のどの行動に驾てはまってし、るか 
を表示。アイテムがある場合、X 
ボタンがご主人樵にアイテムを渡 
す、またはifま走の場所にアイテム 
を置くに变化する。また、Aボタ 
ンで、任意の場巧を調べたり、 
話しかけたりすることができる。 

ニューアルされ4種類となつたミニゲームI 

APゲージ 
行動をおこなつた場合に消費す 

るポイント。10ポイントが1日の 
巧動力で、睡眠をとると回復する。 

アベルを操作する5ニアドベンチヤー 

ご主人様と週ごすきせな箱庭生活 
大をく変化したDC版r第1章J 

アVテムウイツドウ 
入手し、選巧したアィ 

テムが表示される。ここ 
じあるアィテムを、ご主 

人様にプレゼントしたり、 
自分で食べたり(巧った 

り)することができる。 



サターン版に比べて、倍政上に 
広<なった第1章のマップ。家の 
中だけではな<、家の周囲などを 
キチンと描かれているのだ。家の 
中政外でも、周囲な5ば自由に移 
動することびでさる。しかし、た 
だ移動するだけでは、ミニゲーム 

〇意外なところを調べることで、意 
外なアイテムを入手することも可能 

SニダームをクI」アし、さまざ 
まな場所を調べて入手したアイテ 
ムをプレゼントすることで、アベ 
ルに対する愛情度が蜜化する。上 

を人公の行動でごを人様の愛情度が巧化 

さまざまな場所をrし6ベJてアイテムを入手 

アイテムを 
食べる 



か5突然、冷たい現実へと突を放 
されてしまったアベル。そして、 
牢獄へと送られたアベルは、自分 
を「愛している」と叫んだために 
捕らえられたご主人様の救出に、 
仲間と巧に旅立つことになる。 

ルび投獄されたゴルゴダの牢獄。 
そこでアベルは、レブ□ブス、ガ 
イウス、大巧官ヨ八ネと出会う。 
その夜、弱虫の看守ピリポの手で 
牢か5出されたアベルは、仲間た 
ちと脱獄を決意する。そんなアベ 

さたアベルたちは、力を求めて背 
徳の街と呼ばれるUベイラへと足 
を運んだ。強大な力を秘めた大邪 
巧の銭を手に入れるために神殿へ 
と向かラ。そこで邪道騎±となつ 
ていたヨ八ネの弟子、ルピルピを 
味方につけ、街の支配者ユダを倒 
し、アベルは大邪神の饋をまとう 

7ップSアルゴリズムを再構築 
よりSI術性が増したシミュいシヨンバトル 
『目/MADJの方インとなるシ 

Sユレーシヨンバトルパート。ヴ 
ターン版のころから手ごたえのあ 
るアルゴUズムで、ご主人様奪還 
に燃えるプレイヤーを四苦八苦さ 
せていた。DC版でち、その部分 
は健在だ。サターン版で不評だつ 

たコマンド配置などの部分は今回 
改善されて、プレイヤーび遊びや 
すいシステムへと変更び加え5れ 
ている。をちろん、サターン版を 
プレイしたユーヴーでち楽しめる 
よラに、戦闘マップはすべて作り 
直されている。それによつて敵の 
アルゴUズムなどを変更されてい 
るのだ。そのため、サターン版と 
同じ戦術を使っているだけでは勝 
利を得ることはでさない。 

〇コマンドが1列に化んで、す 
きり見やすくなったのだ 

〇サターン版をより遊びやすくし 
たDC版の戦闘マップ 

しいちのじ配り、人々から 
「偽善着のガイJと呼ばれ 
る盜賊。ゴルZfダのを獄で 
アベルと出含い、巧に行動 
することになる。後に大邪 
巧の鐘のひとつをまとラ。 

隻眼の戦±。己を鍛えることで 
[■白め」を勝ち取ろラとしでさた。 
何人ちのご主人様をその手で巧した 
びため、mレ::fダのま:獄に投獄され 
でいたが、アベルと巧に戦ラ。 

幸せなご主人樣との温かな生活 ご主人様から引さ離され、アベ ゴルゴダの牢獄から無事脱出で 



前号から3週間。熱い想いのこち 
つた八ガキび殺到しでいます。今回 
はカラーイラストびいつぱい届ぎま 
したので、それを大公開します。こ 
のコーナーはみんなからのノ \ガキで 

0東京都/;牙月貴音錯姿がビシ 
っと決まったゼロ。青が著奇麗です 

BPを補充でをるr補血J 
魔法を使用する時に必要となる 

BP (ブラッディポイント)。持て 
るポイントび少ないことちあって、 
サターン版ではここぞといラとさ 
か、魔法を使用でさなかったび、 

DC版では日Pを補充できるように 
なったのだ。これによって、魔法 
を使う頻度び上びっているぞ。 

Jレrオリズムで魔法の効果び数ヒ 
サターン版の頃か5好評だった 

魔法のバイオUズム効果。こ机ま、 
画面ち端にある時計で管理されて 
いるバイオUズムによって、魔法 
の威力び上びったり下びったりす 
るをの。サターン版では変化を判 

バイオリズム時計 

キャラの行動やターンチェンジ 
でバーが横に移動。この時の色や 
下にあるマークが効果に関係する。 

断しに<かったのだび、DC版で 
は表示の仕ちを変更。バイオリス 
ムびどの魔法に効果をあたえてい 
るのかびねか0やす <なつてし)る。 

は制御されている。その使し巧次第 
ではさまざまにま用できるぞ 

〇反がに効果が低いときだと、 
与えるダメージは少なくなる 

ブラックマトIJクスアドヴアンスト 

大邪神の鏡を研究しでいたため 
に、ゴルゴダのを獄じ投獄された 
大巧宫。数々の強力な魔をを使ラ 
ことがで含る。アベルに邪神の光 
を見出し、む後行動を巧にする。 
参謀として、さまざまな助言をア 
ベルたちにちえでいく。 

^-- -み 

第1圆目はカライラ特集です 

な募ナまで愛 原なとも 
パん大-みつの 嶋かが票 
じこちnで待な。/やり巧 

4 、望のつルんで県靜ぁ：^ 
&問希まな卜み-U色トァ 

卜質ラまにイ、ナ貝 スフ 
スるいの親夕号- 

13 
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琴マのSシナリオ; 

VIVE 
〜蘇生〜。 

-..V- •〜—-今回は、メイシキャラクタたちの内面的な部分をさ引こ深TT 
U* 掘り下げるべく、ダーム本編とGDドラマのをシナリオ担当 11( 

•ス^をたインタビューを行った。をちろん、新着情報もばっちり. 
‘ ^一.. ~•'，一で‘そちらもお見逃しなぐ。 

を.—''ピ： ''.、マぃ..、夕、' :; ... 

Special Interview-1 

ドリームキヤストソフト 

『REVIVE •"〜蘇生〜』 
シナU才担当 

输驚泮職巧 
；鲁キャラクタの性格び、実際の物語の中でどのよラな行動に現れてい 
:るのか？そして、普段は見せない内面的な部分は…？ということで、 
\本作品のシナU才を担当した稲葉洋敬氏にそのあた0を聞いてみた。 

7キャラの巧格からス 
が動パターンを見もr 

や悲しいこと、悩んだりしている 
ことを一切表に出さない。すごく 
いいコなんだけれど、深い部分は 

落ち着いた行動をするコです。 
菜緒は、物語的にいろいろと謎 
を抱えているコなんで、常に悩ん 
でいる。普段は元気。高校でちバ 
スケ部のキャプテンをやってたり 
して活発なんですび、ゲーム中で 
は比較的元気のないシーンを多い、 
といったギャップがあるコですね。 
由月は、常に自分の行動を気に 
しているコで、自己嫌悪に陥るこ 
とび多い。いつち、誰かに憧れて 
いて、その人の行動や考えちをマ 
ネしよラとするんだけれど、それ 
びラま < いかない。それでまた、 
どラした5いいんだろラと悩んじ 
やラ。一巧懸命であるびために、 

ためにあまり泣を言び言えない状 
態。基本的には、天然ボケのおを 
しろいコなんで、真剣に悩む部分 
とのギャップびおをしろ<描けて 
いるんじゃないかな。 
玲モは、最後のほラまで謎の多 
い女性。結構、キツそラな印象を 
受けると思ラんですけど、こんな 
面もあったのかといラのび徐々に 
見えてくる、一番おをしろいキャ 
ラクタじゃないかなと思います。 
最後に千尋は、基本的にむを閉 

ざしているんですね。その閉ざし 
ている理由といラのび、また物語 
に大をく関わってくる。優しいコ 
なんでずけど、それを表現するこ 

j ——まずは、メインキャラクタ 
!曰人の性格と、ゲーム中での役回 

探れない。涵みどころげないとい 
ラか、いろいろなところでラまく 

自分を責めてしまラコでずね。 
美澄は、研究所関係者といラこ 

とはないし、怒りとか悲しみなど 
を表に出さない。そんなコが物語 

りをお聞きしたいのですび？ かわされちやラ。だか5、ゲームとで、案内とかをしてくれたりすを通してどラ変わっていくかとい 
稲票希春はですね、つらいこと中のこラいラ舞台にいてち比較的る引率係みたいな位置付け。そのラのを一番見てほしいですね。 

骂な纖欄 g、;謬漏..讓靈誦 



シナリオ伽の意がが! 
^イベント挺を返加 

-シナU才量はシリーズ前作 
の倍ぐ5いとお伺いしてるんです 
び、それはTDSなどによる分岐に 
ぶってといラことですか？ 
稲葉分岐に関しては、広びりっ 

ぱなしにはな5ないよラにしてい 
るんですよ。分岐したら、一旦は 
収縮して、また広がっていくよう 
な。まあ、最終的にはわかれます 
けど、どんどん広びっていっちや 
ラと、作る側ちプレイする側ち追 
いされなくなるんで。何び理由で 
こラなったのかといラのび分かり 
にくくな日ないように、ある程度 
支柱を設けてといった感じで。 

——となると、繰り返しプレイ 
での楽しみといラのは…？ 

稲票イベント数びちのすごく多 
いんですよ。ルさいちのち含める 
と、おそ！5く30日近く。今回、重 
視した点のひとつで、通路とかで 
たまたま誰かと出くわしてちよっ 
と話す。その、ちよっとのところ 
で、「今の一言、気になるなぁ」、 
「今のはトゲびあるな」、rなんか思 
わせぶ0だな」とか、そラいラの 
を表現したかった。それびちよこ 
ちよこあるんで、プレイするたび 
に、今のは前やったときに見てい 
ないといラのびかなり出てさちや 
う。それで、自分び何をしている 
のかびわからな < ならないぶラに、 
分岐して広がったのを一旦房すと 
いラ形にしてます。 

——となると、イベント絵など 
ちかなり？ 
稲葉今固、シチュエーションを 

んじやないのか？」、「いや、入れ 、 
る」って言って（笑)。 

やりたかったことをどこま 
できるかという補 

誦織— 
狎〇化ぞみート さ夕_ 希春の行方を追って、研究施設に侵入 

-:、yp^ヴロロ■^グ部巧を組か-Aち： 
巧巧Eな々EJ'み導入部み;.-•夕つに' 考紹み争を：' のったいなだ研究が、>町巧巧た位置yるを碑 
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Special interview-n 

[REVIVE…生〜 
CDドラマVol.1』 

シナリオ担当 

浅縣智哉巧 
ゲーム本編の発売に先駆け、8月27曰にCDドラマびU U—スされる 
ことび決定された。そこで、本編との繫びりと、その内容を探るべく、 
CDドラマのシナU才を担当した浅野智哉氏にインタビューを敢行した。 

[^扁では見られな 
ャラの一曲を表現^ 

——このCDドラマの内容って、 
ゲームの内容にどれ < らいIJンク 
しているんですか？ 
浅野ゲーム本編に入る前の、数 

年間の範囲で登場するキャラクタ 
たちを動かそうということで。人 
物設定をこのCDドラマで明確に 
してを5ってから、ゲーム本編に 
入っていただければと。 

——CDドラマの中で主役とな 
るキャラクタは？ 

浅野CDドラマの作りとしては、 
短編び3本入っている形になって 
いるんですよ。で、それぞれの話 
に独立した主人公を立てています。 
各話別々の設定ですび、キヤラク 
夕はいろんなバックボーンを背負 
ってますから、それの説明といラ 
のちありますので。 

——では、各話のま役は誰に？ 
浅野まず、第1話の主人公は希 
春と菓緒です。（本編シナリオ担当 
の）稲葉さんとの巧ち合わせの段 
階で、この成たりの普段の学校生 
活を描こうという話びありまして。 
ゲーム本編のほラでは、いさなり 

八ードな話に入ってしまラので、 

ふたりの学校でのカワイイやり取 
りを紹介でさればといラことで、 
話を作らせてもらいました。 
第2話の主人公は、由月と美澄 

の話になります。このみたりはい 
とこ同±という設定でして、「内気 
で、いつを頼りになる美澄さんに 
寄りかかっている由月ちやん」と 
いラのを描こラと思って作った話 
です。 

-第2話の舞台は？ 
连乾舞台は海なんですよ。美澄 
さんび働いている会社に由月ちゃ 
んび電して<るんです。そこか 
ら、ふた0でドライブでをしなび 
ら悩みを巧ち明けよラとなって、 
海へ行<んですよ。それで、カフ 
ェテラスや海岸で会話を〜、とい 

ラ請いになります。 
——舞台設定的にはゲームとは 

まったく関係ないけれど、バック 
ボーンを知る上では〜、といった 
ところですかね。 
浅野本編ですでに、深い舞台設 
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をと魅力的なキャラクタび作られ 
ているので、そこか5何をどこま 
でCDドラマで見せていいのかと 
いラのが手探りの状態でした。そ 
の中で、当然オリジナルの部分と 
いラのをでをましたし、そこは稲 

ャラですび、彼のバックボーンを 
ちょっと描こラといラ話び稲葉ご 
んのほラからありまして、鏡ヒロ 
シといラキャラクタをCDドラマ 

用に設定を描き起こしました。こ 
の話に関しては、ほぼ設定びない 

でんひち：1でをしCいな'/巧ホ開弗巧 
進興業といラ研究施設に、優秀な 
研究員として海外から呼び戻され 
たといラ設定です。この話には、 
鏡ヒ□シという男性が出てきます。 

〇第2話に出演した声信!さん達^ CDイ 
ドラマの内容と同じく、終始明るし 
雰囲気で収録が行われた 

ゲーム本編ではチラッと出てくる ですけれど、すごい重要なキヤラ 

程度で本筋には関わってこないキ クタでして、彼女だけセリフびあ 
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鋼 國 

f業巧用で□ングヒットを続ける 
『バーチャストライカー』シリー 

ズの巧 パージョンび NAOMI で爸 

場。さ6に前号でお伍えしたドリ 

-ムキャスト版は、この最新作の 

巧植となることび判巧した!！ 



『バーチヤストライカー』シリー 
ズと言えば、 今やゲームセンター 
では一般層にち幅広く支持されて 

となった。今回の最ち大さな特徴 
は、使用ボードびNA日Mlになっ 
たこと。写真を見てちらえば分か 

るように、従来より画面び鮮明に ュアル的にはもはやM日DEL3を 
なり、光び差し込むエフェクトな 超えていると言ってをいいレベル 
ども自然に表現できるなど、ビジ に仕上びっているのび見てとれる。 

いる対戦型ヴツカーゲームの定番 
である。’9日年に第1作目び発売 
され、続く’97年にはMODEL 

3を使いシステム、ビジュアル面 
共に強化された続編のr2jが登 
場。その鞭2つのマイナーチェン 
ジ版を経て、今夏いよいよ最新作 
の『ve「.2000』び登場ずること 

!■ 4 

■Mill纖編 

『Vが.2000』1; 

づ崇〇郭号の巧 
r含DC•新蹄 

NA日Mlボードと言えば、御存じの通りドU—ム 
キャストとほぼ同じ性能を持つ八ード。当然移植び 
期待されるところだび、案ずるなかれ。すでにこの 

JはDCへの移植び決定していたのだ。 
号の付録で掲載した『パ’ーチャストライカ 

^仮称)jの実態びコレだったといラ訳。業 
務用は今夏稼動予定のため、DC版は早くてちその 

31^199年内に発売される可能性び高い。NA日Mめ、 
5DCへの移植レベルの高さに関しては他作品です_ 

でに罰明済みなので、家庭巧の付加要素を考えれば〇このル了ノカ_ケ— 

DC版はまさに究極の出来になるのではなかろうか。が.、、ずれ声^;ごも楽し.Vぶ！ 
〇〕ール!^のが胡もより見喉の 
のに。ちVんい^で'ノ子一ぎ，； 
萃苗なゴー 

巧フォーメーションが3つ追加 

〇こんな、ろ果か棄現て 

ブレイ前に還巧〇;が-巧--チーム某択画面。ノ'j- 
でさるフオーメー シンも:;:;んし—鞍睹哇も大护尸ッ 
シヨンが、新たに 
3つ追加された。 
3-4-3DV、4- 

5-1 DV、5-3- 

2DVの3つで、 
今までのバージョ 

略び取れるよラに 
なつた。 

慰SEGA/JFA※画面写真はすべてNAOMI版（開発中）のものです。 
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1^^備はる？ 
かねてより移植蒂望の高かった 

『VS2J。己C版はNAOMI版を基 
により完成度を高めた巧容になる 
模様で、さ5にネットによる通信 
対戦び期待でさる点でちユープー 

にとって大きな期待を抱かせる夕 
イトルだ。またビジュアルメモリ 
による両者の連動ちあり得る。あ 
れこれ気になる点を開発プ□デュ 
ーサーの兰齡氏に尋ねてみた。 

セガ第11ソフト研兜閒発部 

三船敏巧 
自身をかなりのヴツカーフU—クで 
ある兰船氏。その分『VSJシリー 
ズに対するこだわりも深い。はたし 
てこの最新作にかける意気込みは？ 

——ます今回のにdtojびをま 
れた経緯から周えますが. 
=船業務巧では今r99rが稼载 
しでいますが、実は開発の順塞から 
いラとNAOMI版の方が先になるん 
ですよ。NAOMI版の開発を始めた 
のはr'98Jの後なんでずが、移植 
巧にブ□グラムの碧理をしなびらそ 
れまでの問題点などをピックアッブ 
しで再調整しでいったら、その時点 
でひとつの完成した新たびできでし 
まったんです。NAOMI版はちよラ 
ど今頃の時期にリリースすることが 
のめから巧まっでいましたがら、そ 
の間これをすっとおらせでおくのは 
ちったいないといラことで発売した 
のびr'99Jだったんです。ただこ 
のr99Jを制作しで得られたデー 
夕は当然今◎のf2000Jに反映さ 
せでいますし、結果としではより完 
成度の高いrvs2jの新作をお届 
けできるのではと思います。 
一一今◎のに000Jではいくっ 

か新要素び加わっでいますが、ブレ 
イに関する部分では具体的にどの部 
分を再調整されたのでしよラか。為ジ. 

〇今回新たに加わったイ-ラシ 
国の/《ラメータを調整ずる俯蜜• ‘ 

互船rvsjはプ□グラムの性質上 
パラメータをひとつ変えただけでち 
グームま体に影響をちえでしまラの 
で、具体的にどの部分を変えたかと 
いラのは一概に言えないところびあ 
るんですよ。たとえばデイフェンス 
側のある選まびオフェンスに巧する 
行動を取る時にどラいラ判脚をする 
かといラ部分ひとつ巧っでち、1人 
の選手力*動けば別の遺まの動きち当 
が変ねつでくるねけです。その辺の 
判断やを件の精度をひとつひとつ上 
げたことで、を体のにf99Jが上 
の動きを実現させでいまず。 
ちとちとこのグームは瞬間的な判 

挪に頼るのではなく、を体のがおを 
判断しながら先の展開を読んでいく 
といラグーム性なんです。だから格 
開グームのよラな瞬間のな操巧が苦 
まといラ人でちプレイできるし、サ 
、ツカーに詳しい人はその知識をまか 
しで戦術部巧の深い駆け引さを楽し 
むことちできよラになっでいるんで 
す。ただ、ブレイヤーの動きをあえ 
でソフトの方でデータのに制細しで 
いない部分ちあるので、遊ぶ側の自 

b 由度びある反面、人によって遊 
びちび変わっでしまラ要素び多 
いんです。だから調碧にはが常 
に気を遣っでいますね。 

——今回のr2000Jでチー 
ムび32力国にまで増えました 
が:シリーブを通しで徐々に増 
やしできた理由といラのは？ 
兰撇対戦プレイをメインじす 
るといラち向性は初巧の頃から 
あつたんですび、当時は数だけ 
多くでちチームごとの巧姐に混 

ONAOMI版との連動が実現するなら、また新たを魅力が生まれるはずだ 

舌しするだけだろラといラ判敞びあっ 
たので、ある程度数を絞り込んでリ 
リースしたんです。r2jが隋はグ 
-ムに慣れた人ち多いだろラといラ 
ことでかしすつ増やしでいったんで 
すび、r'99jになってデータの許容 
塁びもラ限界といラところまで巧っ 
でしまったんです。隠しチームとか 
を削ったとしでも32力国のデータは 
とでち入らないといラことで、じゃ 
あそれはNAOMI版の方でやろラと 
いラことじなったねけです。 

——r'99jまでの隠しチームは 
今回のに000Jでち使えるよラに 
なっでいるんでしよラか？ 
兰瞄特に消ず理巧ちないですから 
たぶん残っでいるんじゃないかと思 
います（笑）。ただコマンドとかは 
変わっでいるかちしれませんが。 

——フすーメーションち今回バリ 
エーションが増えましたね。 
兰船今回のに000Jはチームび 
全体で32力国に增えたので、フオー 
メーションの設定に関しで今までの 
ノ又ージョンより有由度を持たせた調 
整びできるよラになったといラ点び 
大さいですね。従宋からあるチーム 
でち、新しくフすーメーション設定 
し直したチームちあるので、毎々試 
しでみでください。 

きた部分ちありまず。ただそのべ一 
スをなごと変えでしまラと全く別の 
グームじなっでしまいますから、そ 
の時はr2jではなく rsjとしで 
新しくリ1」ースするぺきだろラと考 
えでいます。 

——DC版はこのNAOMI版びベー 
スになるとのことですか‘。 
兰船そラですね。今回よラやく家 
庭巧の移植び実現したわけですび、 
移植自体は特に問題なくできると思 
います。ただ本体のみで遊ぶ場合は 
NAOMI械と同様のレスポンスを禹 
現できますび、通信対戦に関しでは 
正直言って今のところかなり厳しい 
です。といラのちこのグームは、夕 
イムラグによる影響び非常に大きい 
んですよ。ただのノススにしでち六方 
と実際の反脑にタイムラグをつけで 
ありますから、今のところ通信対戦 
の実規についでは検討を重ねでいる 
段階です。またその一ちでDC版独 
白の要素ちいろいろ考えでいます 
び、具体的な内容についではまだ未 
定です。やはりNAOMI版をお実に 
移植することび最優先の課題ですか 
ら。DC版は大体を末くらいにはお 
届けできるよラに頑張っでいますの 
で、それまではNAOMI版をを分に 
楽しんでほしいですね。 

-シリーズも今◎で 
5作目ですが、今後ちシ 
リーズは進化しでいくの 
でしよラか？ 
王船今回のr2000J I 
はr2jびべースですび、I 
今のブ□グラ厶のシステ' 
ムをペースじした揚ちだ： 
とそろそろ難しくなつで* 

〇業務用も期待大だが、I 
それにLLに待ち遠しいのI 
がやはり家庭用のDC版 
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ぶ齡a煤!8〇描脚jam! 
W 

日本コンピュータシステム（メヴイヤ： 
ヴンタエンタテイメント 

従巧の『ラングリツサーau下、ラング)』から一新 
されたシステムが話題を呼んでいる『ラングリツサー 
ミレニアムau下、ミレニアム)』。仕様のお更理由に 
ついて、開発担当の方々にお話を弓かがつた。 

ディレクターを務めるメサイヤ 
の松ミ尺氏同席のちと、『Sレニア 
ムJの開発を担当しているサンタ 

エンタテイ六ントの生駒氏、湯ミ尺 
巧、佐藤さんに新しい『ラング』 
について語っていただいた。 

—『ミレニアム』は従来のシ 

U—ズからシステムび一新されま 
したび、その理をは？ 
生駒細かいことは抜さにしてで 
すね、まず今までのことはすべて 
忘れようと（笑)。今までの話は終 
わったと宣言していて、ユーザー 
の方々を完結したと思っているね 
けでずよね。そこでまた似たよラ 
な感じで作るのは、非常に良くな 
いといラ意見びありました。だか 
ら、メヴイヤさんからを「新しい 
ものを作ってほしい」と。ちちろ 

ん前作までのことは知っていまし 
たし、企画の直前にもプレイした 
0しましたけど、それの何かを採 
り入れて作ろラいラねけではなく、 
かなり自由な状態でを画を始めま 
した。それでを『ラングJといラ 
タイトルを冠しているわけですか 
ら' 受け継いでいるをのを当然あ 
ります。一番大切にしたことは、 
デヴインびラるし原智志氏か5介 
錯氏に巧ね0、キャラの雰囲気び 
異なってち、キャラび主役になる 
ゲームにしよラといラことです。 
やはりキャラび引っ張ってきたシ 
リーズですから。それとストーU 

一面では『ラング』独特の芝居の 
方向性びありますよね、その辺は 
大切にしています。ですけど、遊 

びちの雰囲気はかなり変えました。 

だから、前作までと比較されてを、 
すでにジャンル自体び違ラとを言 
えますね。どラしてをそラいラ風 
に見られてしまラのですけど、「前 
作のシステムびこラなつた」とい 
ラよラに対応させることは難しい 
と思います。 

——キャラを活かすことと物語 
のち向性、これらを受け継いだ新 
しいゲームといラ感じですね。 
生駒戦闘シーンに同時に出てく 
るキャラ数は割とかないのですけ 
ど、これはキャラの表現を大事に 
しようということで、キヤラに使 
用するポリづン数とか戦闘マップ 

の緻密さを優先した結果ですね。 
細部まで作0込んで、多数のモー 
シヨンを用意していますか5。 

——戦闘シーンを見ていると、 
攻撃のモーシヨンなんかちキャラ 

によって違いますよね。 
松ミ只キャラや武器の種類によっ 
て変わります。例えばヴUユーン 
の場合なら武器び大剣なので、大 
振りの豪快なモーシヨンになると 
いった感じです。 

——弓兵のよラな遠距離攻撃夕 
イフのキャラをいますか？ 
扇澤はい。しっかり神剣技を使 
えるヤツをいますよ。 
〇君ま選が画面。ポリゴンキャラを 
細部まで作り込んだ様がよく分かる 

〇戟關シ-ンも、アクシヨン性が高 
いものに一新。魔法も神剣巧に変化 

株式会社サンタエンタテイメント取締 
役で、rミレニアムJではを画を担当 
している。令までにも、をくのシミュ 
レーシヨンゲームの制作にその手腕を 
振るつてさた。 

離した巧脈脫直すのは良くをいから 
まず腑までのことはすべてをれがと 

©NCS/キャラクタデザイン：介錯 

m 

キヤラを活かせるゲームを目巧す 

を面•M発を担当ずるサンタエンタテイタントに直撃 

ングUツサー 三レニアム 

生駒伸道氏 



——已人の君まから主人公を1 

人選ぶわけですよね。 
生駒はい。それぞれ初期拠点数 
や難易度、出会えるキャラなどび 
変わってくるよラに工夫していま 
す。同じ君をでも展開び変わるこ 
ともあり、何回でち遊べるよラな 
ゲームを作ろラと思っていますの 
で、ずべての君主でプレイしてを 
5ラことび理想ですね。 

——主人公しU外の君まはライバ 
ルになるといラことですび、最後 
は倒すことになるのですか？ 
扇澤領地を奪っていく過程で、 
ライバルの君主を配下にする磯舍 
びありまず。特殊なイベント政外 
でキャラび死插ことはなく、戦闘 
渡の説得で失敗してを撤退するだ 
けなので、いつか説得に成巧して 

仲間にしてほしいでずね。 
-"ちなみにキャラ総数I; 

生駒戦闘に参加するキャ¬ 

つと 2 己日人。 ス I —IJ-に大； 
関ねつてくるのは、それらのラち1 

30〜40人くらいです。 ィ. 

——その辺の主要人物のデヴイ 
ンび介錯氏ということに？ 
扇澤そラいラ感じですね。 
キヤラのデヴインと、 

苦労といラより、何度を描 
さ直しているのですけど、いまだ 

:?さていません。今ち、を 
ッコよ<しなさやとか思い 

を描いています。 
车的，佐藤び描くキャラは、露出 
度を高^てをさわやかな感じにな 
fす柏。女性の視点で描いた、 

UHこ仕上びつているので、 
，I介錯氏のキャラとラ 

—ね。宇くかみを—^ていると思います。 

イン本ホ:^'、.——サブギャラち全員しゃべる 

估摄晋巧 —，巧き直してし、 

得でき 

おが!易^ッ〕 
ラは^^^をJBU 大きで生黃If佐藤 

し、こ仕_h 

巧ブキザ^を介 
>まくかみ合'^て r、_ヴ居 

•、起;再すか？ >ろ’ 

'mスト'^J^一に 

ラち含めたキヤラの生い立ちや牲 
格などの設定については、佐藤び！巧寒スド^；|-に大きく関わっ 
中むになって担当しています。 iてくるキザち1ましゃべります。声 

——キヤラの数を多いで争び、優さんを3日〜4日人超用してまし 
表情も豊冨ちずね。 ， て、基本的に二役という方はいま 
佐藤はしィf表情を作るのはホ変せん鲁キャラび別々の声といラ 
ですけど、変な顔のキヤラは作つ iとですな。このよラにサブキヤ 
ていて楽しいですね。だいたい才 
ヤジ系のキャラですけど。 
湯澤女の子ち多いでずが、結構 
オヤジび出まずから。 
松ミ尺登場キャラの平均年齢は週.;. 

去最高じやないですか？ ； . ： 
——逆に、美あキヤラには^ 

しているとか？ 

ラといえどを手を抜がず、どのキ 
ャラもテクスチャとか一生懸命作 
つているので、その辺は注目して 
ほしいでず。露出度とかわ考えて 
デザイ草.しましたので（笑)。 
松沢でれを『ラング』名物では 
ないさずをね（笑)。 
佐藤‘こを辺は、凝った衣装にす 

るとU反着ずぎ」とかいラま文び 
よく来ますね。今回、一番苦労し 
たところかをしれません。いまだ 
に言われますから。 
扇澤胸とか重要ですからね。 

——そラいえば、制作発表妄で 
は胸が揺れるといラ発言び…。 
漏運今、揺れ過ぎだって言われ 
ているのですけど。でち、揺れな 
いよりは、揺れすぎのほラが…。 

——揺れるといラと、ネイのリ 
ボンとかち動いていますよね。 
を駒リボン公外にも、服の；居と 
かも全部しっかりと作っているの 
で、キヤラの動さに合わせてヒラ 
ヒラ揺れます。細かい部分ですけ 
ど、見てほしいところですね。 

画 
〇ディレクターの松お氏（左端）も 
交え、貴重な黃&を聞くことができた 

パートナーの久保氏と組んで「K2商 
会」のペンネームで活躍や。r鋼仁戦 
記Jのキヤラデヴインを担当している 
ほか、話題の力ードゲームrカオスギ 
アJなどにち参加している。 

——介錯キャラの3D化は難し 
いのではないかと思われますび。 
生駒ささほど、戦闘シーンのキ 
ャラには力を入れているという話 
をしましたよね。苦穷のかいあつ 
て、さまざまな表現が巧能になつ 
ていますので、介錯キャラち十分 
に再現でさていると思います。こ 
の辺は一番苦労している部分で、 
キャラ数を多いしモーションわ多 

サブキャラにも注目してほしいですね 
蠢助度も高めにデザインしていますし 
いといラことで、かな0八ードの 
限則こ挑んでいるところはありま 
すね。戦闘では最大で8人び同時 
に動<ラえにマップおあ0ますか 
5、これLソ上のことをやると処理 
び追いつかなくなるといラレベル 
にまで来ています。リアルタイム 
で動かすゲームですから、動さび 
ぎくしやくするとプレイにち障び 
出てをますよね。そこで、見映え 

をいいけど操作性を損なわないと 
いラバランスになつていまず。 

——介錯氏び描いたイラストび 
使われる部分は？ 
扇澤オープニングとエンデイン 

グのイベント、それと会話時の顔 
グラフィックになります。 
生前特定の拠点に着いたとさな 
ど、条件を満たすとイベントび発 
生する場合びあるのですび、これ 
5のイベントはポUゴンのキャラ 
を使って表現しています。 

湯澤CGムービーび使用される 
場台をありますび、ゲーム自体び 
Uアルタイムなので、あまりテン 
ポを阻害しないよラに、ゲームの 
流れにそった形でイベントを挿入 
するよラにしています。 

これな上やるとあ臟いつがよいという 
がいキヤラを娜ま？11りるんでいます 

株式会社サンタエンタテイメント取締 
役。会れのデビュー作はプレイステー 
シ ヨンソフト f鋼仁戦記J(トンキン 
Aウス）で、レニアムJは第2作目 
にあたる。 

登場キャラは錢鐵約250乂 

佐藤ま子さん 



ラングijツサー5レニアム 

7人の君主が大瞎の覇隹をかけて激突 

し' しつ一.一しし 
!遇でず。けど、.•-チかミ 
ノーテンキとしろ\ d马 
、果敢に西齡ィ，ブ这 

ドラで^’、いで、夕 
ブと対照爵5^^™を駒 

もは嵩! 

!尬成 

——君主たちは、どのよラなキ 
ャラなのですか？ 
生前タジは、偶然にも辺境の王 
に選ばれてしまって、これか5ど. 

ラしよラといラ境遇でず。 
そのねりに本人はノーテン： 
ラか明るいか年で、 
立ち向かってい < キャラで' 

逆にヴUユーンはタジと対照E 

タイプで、タジが正統ミ 
なら、サリユーンは裏（ I 

いラ感じの影びあるキち&です-。 
不幸な生い立ちの影響； 
ヴ1」ユーンはむにどす-買 
抱いているのですけど、 
は悪いヤツではありません^ひね 
くれて見えるし、ヴUユ^ン自身 
ちそラ自覚しているので 
実は…、という感じて 
湯澤彼は主人公に選 
ライバルになったときで、随； ； 
シナU才び変わりまずので、f 

の物語を楽しんでほ^ 

——ヒ□イン的な3 

生駒女だて引こ商業国家看 
盛りするやり手です。女社長 

ったところですか。 
湯運最初に華橋のイメージびあ 
って、中華系のデヴインはそラい 
Sところか5来ています。ほかの 

，ラは成り行きというか、傾然 
.琴左丄こなったといラ感じです 

:けは母親び前の君を 

で、夕ぞれを蒙け継いだ形です。 
rめるシンといラ国 
彼女は並み居る商 

.‘寒0親玉です。それで打算的な面 
重Sあって;が金に®6ず、自分の 

;なる接とを因婪な危険なこと 
>実;デす齋みちなキャラですね。 
]肌で面倒見をいいので、配下 

むfsち讀舞ています。 
ホ公ミ尺.ネイび姉御系とすると、ル 
マ-デイが；rお姉様」系のキャラと 
いう攀じすずよね。 
生節；aラ為荀いました（笑)。で 
も、ホ^テ^人は自覚していま 
せんね;I男:^をないでずし。教 
会にすべて:^げるといラ、この 

ダルクです。禀 
bど、表面に見えるの 

_ る部分で、内面的に弱 
い部分を#皆ています。 
湯澤e人的|aまエンディングが 

〇左から、タシ、サリューン、ネつ、ル乂7■ィ、ィで、ぃ\。てレ（•研たレ中J明 
したライバル君主、ガースン•デル•ダグートと、口ーサ•モンス•メグ 

でプレイしようと思っています。..湯澤どうしてを彼び強くなるこ 
——マサリバは、主人公の中で多くなると思ラので、最初に 
は異色のキャラですよね。 おいたほうびいいですよ。 
湯澤西の大陸には人間、東の；^ ま駒プレイヤー側の君主の国は 

陸には獣人という住み分けび昔(4勢力的に弱く、その中にこういつ 

世界の明巧ブ三 

とし^熟扣 
は強がpf;る若 
命！ 
福人 

気に入って 

rミレニアム』世界にはあり:まし 
た。現在は血び混じってそラし♦ラ 
感じではないのですけど、その中 
で獣人の血を濃<受け卿がでいる 

のびマサUパ'です。彼女跨奴隸生 
活を送っていて、そこを抜け出し 
たときに、自分が王国だとい 
ラことに気づく事件に遭いまず。i 

生前お姫様になるんだとがラ氮， 
持ちでいっぱいなのですけ£、言み 
のところはお山の大将レペルです 
ね。領地にしても、国というより 
は縄張りといラ感じですし。 

-—ガースンと□ーヴといラ、 
主人公に選べない君主び2人いま 
すび、どんなキヤラですか？ 
生駒ガースンは、いかI苗なとい 

ゾ 佩で、最初は彼女 ラ感じの大国の王ですねP.- 

た:大国びあることで、こラいう国 
を国指そラといラ目標になります 
よね。もちろん、最大のライバル tあるねけですび。ちラ1人の 

，けは、ゲリラ的な存在といラ 
か:女盗賊団の首領でず。国自体 
おかさいのでずけど、やたら他国 
にちょっかいを出すといラ。 
蔚澤彼女の部隊には、容姿的に 
ぶ)能力的にむ魅力のあるキヤラび 
多いので、早めに戦闘を仕掛けて 

説得することをオススメします。 
がミ尺ガースンと□-ヴは、主人 
公側の若い君主たちと对をなすよ 
ラなキヤラですよね。 
生前芝居でいラと、主人公のワ 
キを^園める実力派の名優といった 
ところですか。 

〇軍人気質なガースン。圧倒的な武 
力で主人公たちの前に立ちはだかる 

ガづンと口 •サは、主人公と巧をなす 
ウキ細めるを恥いつたところです 

IMり】のf做"/がわfな^就选ま^ 
——君主たちび使ラ神剣技は、 
レベルアップで増えますか？ 
湯澤基本的に1人につき神剣巧 
は1つです。仲間となるキヤラを 
集めてさて、それを増やせば必然 
的にパーティとして、チームとし 

て技び増えていくといラ考え方で 
す。だから、ひたすらレベルを上 
げていって、たくさんの技を覚え 
るといラ形ではないですね。 

——クラスチェンジは？ 

湯運おそ5くありません。職業 
的なをのですから、簡単には変え 

られないと。クラスについても今 
までのイメージび強いので、この 
辺も変えることにしました。さま 
ざまなクラスのキャラを仲間にし 
て、状況に応じてキャラを使い分 
けるといラ感じです。 

——仲間を集めることが大事だ 
といラねけですね。 
生駒時間軸上の成長を縦ち向と 
考えると、人を集めることによる 

横ち向への成長、まあ成長といえ 
るかどうか分かりませんけど、国 
としての強さを増すということに 

重点を置いています。 
——最後に、ユーザーへの方ッ 
セージをお願いします。 
生前む機一転といラことで、曰 
夜励んでいますので、どこび楽し 
くなったか、目を 
皿のよラにして見 
ていただけるとラ 
れしいです。 
湯澤実隙にプレ 
イした感觸び、今 
までに体験したこ 
とびない感じにな 
ると思います。一 
生懸命作っているI 

ので、多<のちにプレイしていた 
だいて、『Sレニアム2』といラ形 
に発展ごせた次回作につなげてい 
をたいと考えています。ぜひ楽し 
んで < ださい。 

23 



--.''.I ぶ與も-，- 
/が{Sよ巧Mまがあと1ガ巧に迫;3たfソろルキ 

_ゾぴ?卜似巾种リバこ)』。急ピみチで開発げ瘦 
-‘ する中、さ回/まついに編集油たROMび到着！ 

めROM夕巧つて、細邱まをたつ,ぶり巧証するを 

用意されているモードで現在判 
明しているのは、アーケード、 
VSバトル、タイムアタック、チ 
-ムバトル、ヴバイパル、プラク 
ティス、オプションの7モード。 
それぞれCOM戦や对人戦、練習 
など、さまざまな遊びちがでさる 
ぞ。なお、気になるDC版才Uジ 
ナルモードは次回紹介予定だ。 

全モードに共通するのびこの才 
プシヨン機能。ラウンド数設定や 
時間設定、キーコンフイグなど、 

〇お鼠前のアイキ-ッテ:.巧げザイ 
ンがイまわれることもある 

な支表はいつでも開亭可能。お表し 
ないL—’し巧もあるようごが… 

各種設定を変更することびでさる。 
このオプション機能はタイトル画 
面か5のオプションモードで設定 
するじ(外にを、VSバトルモード 
やチームバトルモードのキャラ選 
択画面中でち呼び出ずことび巧能。 
その場合はノ Vンデ設定ちでさる。 
ちなみに、試合中にスタートボ 
タンを巧せば、技コマンドリスト 
をいつでを呼び出せる。ほとんど 

の技はこのコマンドリストに掲載 
されているぞ。 

〇どのモドも、丸;:‘を自体は1vs1 
〇モード選が画面。現を判明してい の寅剑造り„巧手のがんと全—、つ 
る7つのモード似外にも… か、お間切れr巧强蒂ゴ，も'•ぶろか 

.巧画面で設定可能。ゃっが 
が人対哉は3本勝"::,しょ 



巧COM勝ち抜を8回戦' 

つた側は、進んでいたステージか 
らの続行となる。ちなみにCOM 
戦に負けでち、コンテイニューで 
再試合を挑むことびできる。クレ 
ジットは当がお限なので、あきら 
めずに何度ちチヤレンジしよラ 

OC0M相手のが戟。8人目のかす 
はやっぱり… 

as: 最大^vs8の団巧戦 

1〜8人のチームを組んでの巧 
戦プレイ。COM、人、どちらの 
巧微を巧能だ。ルールは勝ち抜さ 
戦で、勝ったキャラクタは体力が 
若干◎復したが態で、巧のホ目をキ 

ことになる。 
チーム巧は同キャラ不巧となつ 

でおり、最大8キャラを使いこな 
す必要びある。なお、全試合終3 
後は、各キャラクタの巧戦結栗報 

ャラクタとの戰いにそのまま挑む 告(下画面）び表示される。 

大8人でチームを結成。メン 〇試合後は結果織。卜い-:け:-い 
!く一の器；、，3衝嬰がも重要 張ったか、一目でわかふ 

1P、2Pによる対人対戦モード。 
キャラ、ステージを遺お後（ステ 
ージ遵巧はオブシヨン設定でラン 
ダムにちできる）、対戦開始となる。 
キャラ選巧画面では、1Pt2P。 
総ち成績か’表示されるぞ。 

ちっとち頻緊(こ使われるモード 
だけに、シンプルに設計されたVS 
パトルモード。ここでライパルプ 
レイヤーと戦い、勝利することこ 
そ、本作最大の實びと言つでち週 
言ではないだろラ。 

■ 〇げ、2Pのお互いの勝ち数も見 
^られるキャラクタ選が画面 

〇か戦こそ格ゲーの醒醜味。だい 
あんちくしようをやっつけろ J 

[タイ么アタブクトド2 "化*也掃痛ょ肯をお社ぷ 

COM8人をいかに素早く倒す 
かを競ラモード。登場する巧手は 
アークードモードと同様の8人。 
ラウンド設定、時間設定の変更は 
できす、2本先取、40カウントで 

の戰いとなる。ちちろん乱入は不 
巧能で、最後まで1人きりのスト 
イツクな戦いが求められる。いか 
に効率よくダメージをちえ、短時 
間で巧手を倒せるか？ある意味 
最ち難しいモードといえるだろラ。 



さて、ここでは実際プレイして 
わかった部分をチェックずる。実 
隙、性能の変化したほは数多いの 
だび、8日％ROMといラことちあ 

って、技性能を細かく突っ込むの 
は次回の攻略に譲ることに。今回 
は、それ政がの気づいた部分をど 
んどん解説していくぞ。 

ステージグラフィックに続いて、 
ここではキャラクタのモーション 
や細かなグラフィック部分に注目 
してみた。デフオルトの1日キャ 
ラクタをライトサイド、ダークヴ 
イド、旧キャラクタの3チームに 
分けて、それぞれ解説していくぞ。 

ステーが背景HU化もが巧一巧巧叫一 
露骨に綺麗になつたステージ背バルテノン巧殿でキャラクタび化 

景。奥のグラフィックこそCGだ さ出す白い息、備中高お城で巧び 
び、それ！•ソ外はをて刀レポリゴン。交う义ち、大砲など、細かい作り 
マネーピットで地面を走るネズ5、込み它スゴイ。 

圓圍 
''鸣矢 

00業務用のころから定評のあ 
た、ダメージェフェクトの美しさ。 
一巧、目をVわれるほどが手なも 
きが画面内を邢び交う 

熬册锥巧な殺 
編集部にrキヤリバーJび届い 
てはや1週間。この間、編集部員 
たちはサルのよラにプレイし続け 
てさた。労働時間を削り、睡眠時 
間を削り、人間として大事なもの 
を失いつつをプレイする男たち。 
そんなrキヤUバー』野郎な編集 

が 

部員3人が、DC版プレイの感想を 
レッツトーキング！語るのはド 
Uクラでおなじみのウシ、マモー、 
アニアキの3人だ。長いゲーム歴 
を持つ彼らに『キヤリバーJはど 
ラ映ったのだろラか…？ 

マモー（キヤUバー歴； 3力月。 
持ちキヤラ：ナイトメア。戦法： 
落としまくり）。 
「モーションぐりぐりぐにぐにでキ 
ヤラクタび手足のよラに動くッス 
よ。業務用]^ソ上のモーシヨンだけ 
ど、業務用とまったく同じ戦い方 

びでさるし。ダ六ージ判定とか、 
業務用そのままなのは嬉しいよな。 
でを、やっぱりDCコント□ーラ 
じやプレイしにくいのち事実。 
A+KとかB + Gび押しにくいし。 
こ0や、いっしよにスティックを 
買ラしかないな〜」。 

伊 管 ''お 

巧ホ'IkrトトQキヤ•巧の動をも見るべしイ 

J OHフてクト、表情な 
一ど、見る、き部分多し 



ソウルキヤリパー 

ナイトメア、アイヴィ—、アスタロス 

ぶ 
〇アスタロスの強力な巧け'が命中 

悪役トリオのダークサイド ><ン 
パー。その中でちま目株はやはり 
アイヴィー。蛇腹剣のワイヤー部 
分の再現、そして尻揺れ！業務 
用からパワーアップしたこれらの 
部分は必見。そして、ナイトメア 
の鏡の光ミ尺、兜の下の素顔、ソウ 
ルエッジの蠢<眼球、アスタ□ス 

の肉感あるナイスボディなど、見 
るべきポイントはいくらでをある 
ぞ。また、ダメージ時やガード時 
の鲁種エフェクトち美しい。 

〇打撃も強力なァスタロス。 
ガード不能巧がヒットした直 
後の激しいきらめき 

〇巨大な剣を振り回すナイト 
方ア。ヒット時の鉄粉が预び 
散る演出がカツコイイ！ 

〇こちらもアイヴィ-の新技。蛇腹 
剣が相手を絡め取る 

04則!剣の使い手、アイヴィー業 
務用には存をしなか--た巧か!？ 

いいよコレかのコちみん力、れいいし。 
ウシ（キヤUパ'—歴： 5力月。持 
ちキヤラ：ソン■ミナ。戦法：猪 
突猛進。一刀入魂） 
にPCGび追加されたのは個人的 
に嬉しいな〜。2Pソフィーティ 
アのオデコちゃんは可愛いよね。 
でちタキさんの2円まちよつと怖 
いかを。ゲーム中だとみんなすご 
い美人に見えるんだけどね。キヤ 
ラクタの表情び細かいとこまで作 
5れてるんで、アップにしてを十 
分に耐えられるレベル。瞬をとか 
□パクをするしね。そラそラ、ち 
よつとしたチラUズムを何やらい 
い感じ。尻揺れ、乳揺れ。あ、そ 
ラいえばソフイーテイアの7色パ 
ンツび見つか5ない…」。 

〇ソフィーティアの投げ.よろめく 
動きも実に人間っぽし、 

匹御朔、ソフィーティア、タキ、ヴオルド 
『ソウルエッジjか5の登場と 

なる4キャラクタたち。中でちソ 
フイーティアには要注目。マキシ 

と並んで、開発に最ち手間のかか 
ったキャラクタ5しレび、その要 
因はなんといってち、スカート部 
分。さりげなくなびいているび、 
どこに継ぎ目びあるのかまったく 
見えないほど！ 
髪部分を同様で、何房をの髪び 

額か5流れている。いったい、ど 
れだけのポUゴン数び使われてい 
るのやら…？ ソフィーティア、 
御剣5の巧おや頭髪の自然な感じ 
は驚愕のデキだぞ！ 

グ亏フィックとかはろハでれスゲー勺rこikL V: 
アニアキ（キヤリバー歴2力月。 
持ちキャラ：御劍。戦法： 2お最 
高。プUブU接近戦） 
「格闘ゲームとしてのデキびすごく 
いいよ。武器ごとの特徴びよく出 
てるし。DC版の新技って何個か 

務用同様、便利な巧である。どのキ 
ャラも基本戟ま自体に変化はない 

見つけたけど、あんまゲームバラ 
ンスを崩すよラなちのびな<てよ 
かったよ。これでDC版でたっぷ 
り修行してか5業務用デビューで 
さるじゃん。でちこんだけDC版 
のグラフィックがすごいと、業務 
用では物足りなくなるかもね」。 



巧動スト-y-の綱 
今回の記事のメイン、スI-一U 

一とゲームシステムを紹介する前 
に、オプションの「艦長モード」 

と「難易度」にミち目。「艦長モー 
ド」では、戦闘をオートにずるこ 
とびでさ、オートだとブリーフィ 
ングで作戦を選ぶ（後述）だけで 

戦闘をある程度はCPUにまかせる 
ことびでさる。「難易度Jは、イー 
ジーに設定すると、経験値やIFS 

の上昇率び高くなり、戦闘をより 
有利に進めることびでさる。 

〇「艦長モード」を才ートにした 
場合、ブリーフイングでの作戦が 
CPUの行動のベースとなる 

ゲ-ムを始めるその前に一 
オプションによるゲ-ム性の変 

o1j]J I 



你併せてシステムの111tifリポ-卜 
!這湖fcj鹽1J赫」 
艦長候補生の実力やいかに？ 

ナデシコ目に搭乗した主人公。 
さっそく艦長として中枢コンピュ 
一夕"オモイカネ"に登録したの 
ち束の間、いさなり戦闘に突入ず 
る。エステバUスは調整中で出撃 

不可、相転移エンジンの出力は万 
全ではない。果たして、どラ切り 
極けるか…と思いさや、実は艦長 
としての指揮能力を試すためのシ 
ミュレーシヨン戦であった。 

まなり戰闘!？ずべての拓(機を撃破せよ! 

動の消費量にを意 

巧攻撃をしかけるか 
動守りを固めるか 待ゲージを溜め 

機反撃に備える 



響 
タカスギ•サブロウタ立案作戦 

I闘わクの各格いし巧作立で 
戦巧各誰。牲で巧相、をれ 

、が、、るのれ採のち戦入。 
けヴはきす一さをとわ作にだ 

」ンで間定ル决戦-な、頭の 
脚ィヴを決クを作ルすくちい — .1フン戦をた^のク。な情な 

の！ィがかし；^誰、るで必ら 
でPフたる案視、ち < けのな 

ブブ-しす立^めのでだtは 
ッにリ案巧、^たラし性ルで 

マ前ブな採は让のい響理クく 
戦始。がをに場そと影台たな 

作開る-戦戦立。かにのしめ 
をれル作巧やるた偃戦案決 
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機動戦艦ナデシコNADESICO THE MISSION 

ipfcの緩継着，峰細！ 
h重ぉがは纖滿事かぶぉJBj 

クルーたちの協力ちあ0、初の 
実戦を見事棄り切った主人公。し 

かし、なぜ無人機び攻撃を…、と 
思案しているところに、連を宇宙 
軍総司令ミスマル-コウイチ□ウ 

から通信び入る。その内容は、「火 
星の後継者」の残党を、独立部赚 
としてナデシコ巳に鎮圧してほし 
いとのことであった。新任の艦長 
には重過ぎる任務だが…。 

シSユレーシ‘ヨン戦とは違い、 
実戦ではクルーの作戦び反映され 
る。巧動コマンドの内容は、ブリ 
ーフイングでの作戦に合わせたを 
のに変更されでいるぞ。 

作戦がうまく 
いかなかつたとさに 

巧動コマンドの巧客を変更する 
ことができる。暮本的に、鱗巧か 
らいっで、作戦パのコマンドか‘必 
要になったと含に使ラ3マンドだ 
と考えでちらえばいい。無意味に 
作戦を変更する必要はないぞ。 

携特殊攻撃 
クルーと協方することで使巧巧 

能となる特殊攻整。連携技の発を 
条件は、巧動コマンド巧のコマン 
ドの組み含ねせ方と、クルーとの.. 
相性。これか’ラまく嘯み合ったと 
さに祝めで使巧巧能となる。その 
効栗は実にぎ種多様で、強力な攻 
養や防御まちあれば、特定のシチ 
ュエーシヨンでしか役に立たない 
よラな連携技ちあるのだ。 

〇(だおよ右子7シコ巨を大ホに 
〇デイx卜ーシ3ンノ’イールドを 
寓ミぶ-.3ける遗蝶な、「特对 

戦闘お了をの巧ち合わせ 

捕ち事頃Iクルーとの巧巧値とIFSについで 
クルーたちには、主人公に巧す 
るけ目性値」といラステータスび 
を在する。この値は、星本的に主 
人公とクルーの含話巧客じよつで 
上下し、相性値の高いクルーとは 
特殊なイペントか’発ちするよラに 
なつでいるのだ。さらに、IFS 
(「イメージ-フィードバック•シ 
ステムJの略。パイ□ットがイメ 
-ジしたことをコンピュータにダ 
イレクトに伝えることか‘でさるシ 

〇システムの性眞上、ハnイロット 
の思、考がましれているときは… 

ステム）を使巧しでいるパイ□ッ 
卜には、[IFS値」といラちのび 
設けられでいる。「IFS値Jは、 
け目性値Jと同じく含話などじよ 
っで上下し、この値か‘パイ□ット 
の戦闘能方に影響を及(ぎず。その 
理由は、IFSによってパイ□ット 
の精巧が態か’、コンピュータに伝 
ねっでしまラため。すなわち、 
(パイ□ットの機嫌）=(IFSの上 
下）=(戦闘能力に影響）といラ 
方程式び成り立つのだ。 



フレ-ムグラィド3 ^ 

3 発売も間近に迫った『FRAME GRIDE 
回は、し、よいよ開幕する通信大戰（誤巧 

^ いぞ）に備えて、ゲームの屋台骨とな3 
^ い。通信対戦の化験レポートをあるぞ。 

ジャンルにをあるとおり、本作 
のメインはあくまで敵機とのアク 
ション部分。だび、勝ち振いてい 
くにはアクションの腕前に加えて 
"機体組み替え"と"パーツ作成" 

の2要素を効果的に利用する必要 
びある。本作のゲーム進行ち、こ 
の3つの行動を次々とこなしてい 
くことでかしずつ進行していく形 
式だ。政下に、各パートの特徴な 
どを簡潔に述べてみたぞ。 〇スペックを気にしながら機体にパ 

-ツを肉付けする組み替え画面。プ 
レイヤーの好みが色濃く反映される 

〇メインとなるが戟アクシヨン部分。 
ここでは純粋にプレイヤーが持つア 
クシヨンの技量力ず马われる 

〇持っていないパーツはこのマテリ 
アル含成画面で自ら作り出す。こう 
して選がの幅が広がっていく 

〇見た目に走るか、性能に走るか。 
すべてはプレイヤー次第 

〇すべてのパーツに細かなパラメー 
夕が 1 をま: されており、 パーッを1つ替 
えるだけで性能も劇目うに蛮わる 

〇機体のカラーパターンも豊富に用意 
されており、自由に選べる。地味な色 
ならか戦時に少しはを利になるかも 

機体の方向性をみめる役割を持 

つ"機体組み替え"。ここではまず 
軽、中、重量級の中から基本フレ 
ームをミ央定。その後、フレームの 
各部位にノ くーツを組み込んでいく。 
パーツの組み込みに制約はな<、 
外見重視でOK。だが、敵の特徴 
に合わせてこち5もパーツを替え 
て对抗、といった柔軟性わゲーム 
び進むにつれて必要になるぞ。 

〇選がするクラスじよって、基本的 
な機動力や;攻撃力などが変化する 
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パーツを作り出す。 
せの数だけバツが用意され 
ているが、その中から自分が 
望むパツカ、'’作れるかどうか 
はプレイヤー次第だ 

レ7ながり7ル6アリ. 
敵を測すことで得られるマテリ 

アルだび、ただ適当に戦つでいで 
は全種類のマテリアルを揃えるこ 
とは難しい。といラのち、通信巧 
戦でのちが入字しやすいマテリア 
ルがあるからだ。全パーツ（マテ 
リアル）をまに入れたいなら、通 

\信対戦の割合を多くすべし!？ 
m信お戦でマテリアルを入手する 
には、とにかく勝利するしかない 

傑がを組み上げた5パトル•スタートJ ^集めたマテリアルで新パーツを巧る」 
機体の設定を終えた5いよいよ タイルであったり、それぞれ特徴 

バトルがスタート。プレイヤーの 的な戦闘スタイルでプレイヤーを 
相手となるのは敵勢力を代表する 苦しめる。また、バトルに時間制 
白人の騎±。猪突猛進型であった 限はなく、どちらかび倒れるまで 
り、ヒット&アウエイの狡猜なス 戦い続ける「デスマッチ」仕様だ。 

敵機との死闘を制ずると、その 
見返りとして「マテリアル」とい 
ラ鉱物を得られる。この宝石のよ 
ラな物質は、2つ組み合わせると 
パーツに変化する性質を持ってお 
り、プレイヤーはこのマテリアル 
を合成して新しいノ くーツを生み出 
すことになるのだ。マテリアルの 
組み合わせは無数に及ぶび、中に 
はレアなノ くーツを生むものもある。 

〇戟闢に勝ネリすると、まとまった数 
のマテリアルを入手できる 

H通信巧戦な験レすク巧^ 
凳売に先立って通信対戦の機含 

を得た本誌編集部。その感魄を詳 
しくレポートしよラ。 

〇キー入力にがするレスポンスも 
良く、プレイ中のストレスは皆無だ 

華で直入に評価を言わせでちら 
えば、本作の通信対戦のクオリテ 
ィは寺放しで「素晴らしいJと着 

〇が啟の前後にはチ-巧卜で^トザ 
一同±がを流することができるぞ 

められるデキ。通常、通信巧戦など 
では入力結粟び反映されるまでにを 
かのタイムラヴびあるちのだび、本 
ホではそれをほとんど感じさせな 
し、。それこそ「1人巧と何ら変わり 
なく楽しめるJといっでち過言では 
ない。たまに動さたすぎこちなくなる 
瞬間びあったび、これはごくまれな 
ことだった。 

KDDのお得なヴービス 
通信のクオリテイじ問題なくとち、 

やはり気になるのび電話げ。特に、 
本作ではサーパーび東京にあるため、 
地方巧ほ者にとっで電話げは祝実な 
問題だ。だび、そんな人にとっでお 
得なサービスびある。それびKDDの 
fデータオンデ7ンド■サービスJだ。 

プレゼン I『FRAME GRIDE』体験版を50人にプレゼント。希望者は、住所、氏名を明記の上P113のあて先「FG体験版」• 
係まで。当選者の発表は、発送をもって代えさせてせていただきます。 ’ 

儿小登 

獨一證 
-fに楽ィ伝軍 _ 
州、的円で巧とI 〇中し化んだ後U設を画面 

をかしいじるだけ窗给_‘ 



讓 
『ランダーズ』のダンジョンは し、基本的な部分は不変なをの。 ^ — 4 

自動生成システムを欄。毎回んここでは、ステ-タスやキャラの平でフ乂ア—^ 

るたびに違う姿を見せるため、同 成長など、ダンジョン探索におけ 
城略法などは補しない。しかる基本システムを紹介していく。 评•.一 

rランダーズJはダンジ3ン巧素巧のRPG 

ダンジョンに入る前にしておくべきこと 

歴代のクライ7ックスキ 
ャラび登場ずるダンジョ 
ン探索RPG fクライマ 
ックスランダーズ』。さ 
号では、ダンジョンと戟 
閱、ピース（巧）のシス 
テムを紹かずる。巧売ま 
でおと20日。じっくり 
とモ習しておこ5! 

\] 
7月29日発売予定 
己800円（税別） 

発売元 セガ 
開発元 クライ7ックス 
ジャンル □—ルプレイング 
巧象年齢 を年齢 

1ディスク枚数 1枚 
1活数プレイ 1人用 
1データセーブ 1巨-フレイデータ 
1巧な周辺なお等 ぷるぶるぱコ<、VGAボックス 

B泣ミm 
スの見方E 

I HP(ヒットポイント） 
戦闘やトラッブでダメージを受け 
ると減る。主人公のHPび0になる 
と探索は中止。家に戻される。 

gTMP(マジックポイント) 
魔法の使巧に必費なパラメータ。 

MPび0じなると魔まは使えない。 

1巧Tvit(バイタリティ） 
「技Jを使つで攻撃すると舌に必 

L雲な数値。これびなくでち出せるお 
はあるび、威力や効果はダウン。 

〕ァ 

Iの 
5こ 

指 
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継続ずるr抑号j )• 
レベルと違って、稼いだ経験値 

を加算し続けることで上びるのび 
「称号」といラ成長概念。必ずしも 
ダンジョン巧で獲得した経験値 
びそのまま加算されるね 
けではないび、経験値を 
増やせばキャラは確実に 
成長していくをの。 
この称号はキャラ（仲 

間モンスター）ごとに設 
定されているものなの 
で、当然キャラ（モンス 
夕一)び変われば称号ち） 
変わってしまラ。キャラ 

を育てるときはずっと同じ方ンバ 
一でいった方び成長ち早いといラ 
ことだ。また、称号が上びると、 
新たな魔法やスキルを覚えたり、 
それを登録でさる数び増えるぞ。 

スキル 
スキルとは特殊能たのこと（モ 
ンスターを仲間にでさる「捕獲」 
など)。このスキルには、キヤラ 
ごとに巧意されでいる固有のち 
の、クエストの報酬としでちらえ 
るちの、装備アイテムに備わつで 
いるちのなどびある。 

魔法 
魔法にちレペルといラちのか’あ 

る。これはステータスと同様に、 
ダンジョンに入るごとに祝期値に： 
戻るび、キャラび成長すれば魔法; 
ちレベルアップし、その段階に応1 
じで効果ち上びるのだ（巧象び単■ 
体から複数になるなど)。 

!ボーナスポイントの割り振り 
;ダンジョン巧でレベルアップした 
!ときに、キヤラによつでボーナスポ 
イントび配分されることびある。レ 

【基本能カパラメータ】 
-筋力：巧の攻擊力に影響する 

■ •素早さ：行動の順番、技の命中率や回避率に影弓 

ベルアップじよつで、畐本能方パラ！ 
メータち上昇しでいくび、さらにこ 
のボーナスポイントを割り振ること! 
でキヤラを強化できるのだ。 

:、キヤラの防御力になる） 
-精神力：魔法防御、満腹度の減0方に影響する . 
•知恵：魔まの効果量、アイテムの鑑定などに影響する 
■魅力：捕獲の成な率、仲間の防御力、回復魔法の効果室に影酱する 
■運：トラップ発動や隠れアイテムの発見など、さまざまな局面に影薄する 

スキル©をfEU •解除 仲間モンスターの出し入れ 
スキルは「封E日Jすることで一 
時巧効にすることか’できる。これ 
は、後述の「使いこなし」び関係 

.するため。最初はいくつかのスキ 
ルは封E日しでおいたちびいい。 

-度ダンジョンに足を踏み入れ 
たら、仲間モンスターをカブたル. 

-から化し入れできるのはここでだ； 
け。体力のに危なくなつたモンスI 
ターなどは入れ替えよラ。 ： 

■ア，ィ 巧 
の装備アイテム®魔法風スキル 

などは、それを使いこなすために 
必要な条件び存在する（ほとんど 
び基本能カノてラメータによる条件。 
まれにレベルを必要とする）。 

のの場合、条件を満たしていな 
くてち装備は可能だび、効力は半 
減してしまラ。霞の場合、条件を 
満たしていなければ使用でさない。 
③は特殊で、登録しているスキル 
すべての使いこなしパラメータを 
"合計した値"を満たしていない 
と、スキルは無効となつてしまう。 
そラなると、パラメータの低い序 

盤などはスキルびまったく役に立 
たなくなるので、封印と解除をラ 
まく活用しなび5、スキルび有効 
になるよラに努めるのだ。 

〇序盤ではいくつかまホ印ししおき、 
効果が無効にならないようじ 

刚圈索終通時■斥:^^^58^圓 
ゲーム中、キャラには2種類の 

成長概念びある。それび「レベル」 
と「称号」。この概念は仲間モンス 

(^その場限りのrレベルJ) 
レベルはダンジョン内でのみ有 

効な成長概念。一度ダンジョンか 
5出てしまえばクUアされてしま 
ラので、次にダンジョンに入った 
ときは、またレベル1からのスタ 
-卜となる。レベルび上がればパ 
ラメータの数値び上昇し、持てる 
アイテム数を増加するぞ。 

ターにを当てはまり、キャラと同 
じように成長する。LU下ではこの 
2つの成長概念を解説しよラ。 

1フ□アごとに;欠のフnアへ移 
動ずるための部屋がある。ここで 
rフ□ア探索を終了ずる」にすれば 
セットアップウインドウが開さ、 

饼ミ験値(EXP)が100たまるごとt- 
レベルが1つアップする 

00巧のフロアに移動するた 
めの準備部屋。いろいろとや 
ることはあるが、万全の態勢 
で次のフロアにのぞみたい 

政下で紹介するよラな設定変更が 
でをるのだ。ここでの行動は、探 
索時では行ラことびでさないわの 
ばかり。重要なポイントだ。 

〇アィテムはより多 

隱 
ラムレ数どで 

ャテ、持をし 
キイだ巧ルや 

、アたムべ増 
にの。テレを 

ラ巧るイ、数 
よンあアで持 

たョびばの巧K 
しジ限れくでこ 

述ン制びいげと 
前ダに上で上い 

に数びえんた 

Ipvテム所持数 
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目には見えないび、ダンジョン 
巧のフ□アは它クター単ので構成 
されでいる（1たクターはキヤラ 
の7ス4個分の大きさ）。戦闘は 
このtクター単位で巧われる。 

■攻撃可能範囲（射程） 
1izクターは4マスで構成され 

でいるので、パーティは前列と後 
列に分かれることじなる。ここで 
問題となるのか‘攻撃な能節回（お 
下「射程j)。すべでの巧攻聲には 

mm 
巧囲(射程） 
とPIお 

— — 

1 

□ r 互 □ □ 
1 □ t □ □ 

□攻が 
□攻が 
□攻單す 

るに1; 
るにじ 
るに1; 

谢程 
谢程 
谢程 

r 
nマスが要 
ちマスおち 

巧マス化要 

射程といラちのか‘た巧し、たとえ 
ば射程1では味ちの前列^敵の前 
列しわ\攻撃できない。射程び2あ 
れば前列^穫列〇「後列^前列び 
可能で、3あれば後列^樓列の攻 
撃び巧能。それを表したのび左下 
の図（斗方向から囲まれた戦いで 
の射程図）だび、この図でいえば、 
八にいるキャラか’射程1の攻撃し 
か持っていない揚合、射程2&3 
の7スにいる敵に攻擊することは 
不巧能なのだ。 

■射程を踏まえた陣形を組む 
射程の問題を辜えると、陣おを 

決定する場台、さらにメンパーを 
農な;時点から、射程を踏まえた上 
でミ夫定する必要びあるのだ。 

M 
>ャラを成長させ^にはモンス 
ターとの戦闘で聴利し経験値を得 
る必要びある。その戦闘システム 
だび、本作では敵パーティと接觸 
したからといって、必ずしも戦闘 
になるわけではない。なぜな5、 
すべてのモンスターには「戦意」 
といラパラy—夕び設定されてお 

@ 般のRPGでいうと 
…1ころの通啟夕撃じあた 
るのび技。これは装備アイテムに 
よって変化し、VITを消費して巧 
ラちの。V1Tびなくでち攻擊自体 
は巧能（一部の技は使巧不巧能） 
だが、威力び半減するなどの制約 
を受けでしまラ。 

1"~戦闘中に使巧可能な魔 
I•巧♦一 Iまが難されでおり、 

，盛離画题澀溺關圏ミ!! 
り、これび高くない場合は戦闘に 
なることがほとんどないからだ。 
しかし、いったん戦闘となった場 
合、状況によっては一度に複数の 
敵ノ くーティを相手にしなければな 
らないことちある。あま0モンス 
ターび密集しているところに近づ 
かないよラにしたいところ。 

〇前方と側面に敵パーティが。最大 
で4方向から囲まれることがある 

〇画面上には敵パーテイの情報が表 
示される。複数いるときは注意 

なおろ-3使いこなしの菓件を満た 
しでいれば魔法び使巧す能にな 
る。MPを消費しで巧ラ。 

所持しでいるアイテム 
を使巧ずるコ7ンド。 

味ちび回復系の魔法を覚えでいな 
ければ、戦闘中の回復はアイテム 
に頼るしかない。 

ア側 

圍 ■ 
3CISI守備は3種類ある。防 

1W "。1 m:防御ずる。盾びあ 
れば防御率アップ。かわし：攻撃 
をかわす（失敗あり）。逃走：戦 
闘からの離脱（失敗あり）。 

捕獲信 
じ度 

/スターをカブ它ル 
目じ化め仲間じする 
1のスキルび必要。 コマンド。捕S 

Bra味ちtクタ-巧调固 
-' 4マス）を移動するコ 
7ンド。「都Jを装備するか「移 
動Jのスキル（登錶&使いこなし） 
で使巧可能。移動することで敵の 
物理攻撃をかわすことちできる 
び、魔法攻撃には追尾される。 

攻撃可能範囲（射程）と陣形 捕獲（スキル)でモンスターを仲間に 

と重たをちム 〇モンスタ—をしつ 
なん-A かりと手なずけょぅ 

貧 
匿 

獲ス^ダテラ. 
捕ン樓び-まば 

をモホ-パしけ 
-、。夕、でおみ 

夕りラスりしでス 
ス帰よンた滅しれ 

:ンれしモし消録广 
モモ連録のt含登能 

■ で登そ死攝と巧 

一さ/ン弓齡獲に：尸ミ 
r成ンに喘捕ルカンる 

完§|ぶ葉も鼠 
品結P。貫が 
の^スけそ。ばと-如 

rトンな，^'要れこパ参 ソけモしす物きくばに 
し獲きびでホせ闘 

"、ゾだ捕でルびち出戦 
；：モたではキと持らで 



クライ7ックスランダーズ 

\:^窗.離離禮觸鹽驟禪翻ミミミミ 
卜0—フ（rnし-はア子/、ぐノ =1 ク-----S 仙の施說で京っているK •いへ ピース（の）にはアイテムショ 

ップや教会など、ダンジョン探索 
に欠かせない施設が'数多 <ある。 
冒険の舞台となる不思議世界には 
どんな施設があるのか、下の表に 
簡単にまとめてみた。また、その 
中でお特殊な巧在のモンスター八 
ウスとノイマン家を詳しく紹介。 

モンスター八ウスJ 
モンスター八ウスは、ダンジョ 

ンで捕獲した仲間モンスターの管 
理を行ラ施設。捕獲したモンスタ 
一はここで登録してはじめて正式 
な仲間となる（初期が態では8体 
まで登録可能)。また、ここでは 

&ピースに巧な ずるfifi設とその内容 1 
ピース ! 廊設 内容 

ルルアン広場ピース 

アイテムショップ 装備&回復アイテムの売買 

ソードの家 

アイテム倉庫：アイテムの保管、持ち出し 
コレクション：コレクションアイテムの陳列-保管 
セーブ：プレイデータをセーブ 
キャラ変更：プレイヤーキャラの変更 

モンスターAウス 
ホ□グラムマシーン：仲間亡ンスターの管理 
ビジュアルメモU (VM)装置；Sニゲームの管理 

Z33コ□二ーピース 教会 登録済みの仲間モンスターの蘇生 
ノイマンピース ノイマン家 クエスト紹介-伝説のアイテムの買い取り 

王の遺跡ピース 
みやげをの屋 VM用5ニゲームの磨入-アイテムの買い取り 
鍛冶屋 装備アイテムの修理-強化■改良■合成 

ダウンタウンピース フアンシーショップ コレクションアイテムの売買 

富±見町ピース 
大工 アイテム倉庫-モンスターAウスの増第-改装 
つンビニ VM用ミニゲーム&回復アイテムの購入 

他の施設で売っているビ 
ジュアルメモリ用Sニゲ 
ームのダウン□ードを行 
える。そのSこゲームの 
ラちのrとっぱ5いDE 

しよくない』では、モン 
スターを育成することを 

でをるのだ。 

〇登録の際はモンスタ- 
にを前を付けることもで 
きる。カッコイイ名前を 
付けてあげよう 

ノイマン家 
一度クUアしたダンジョンを何 

度でを楽しむために用意されてい 
るのが「クエスト」。これは、特定 
のモンスターを倒す、指定したモ 
ンスターを捕獲する、といった巧 
容の仕事を受け、目的を達成すれ 
ば、それに応じた報酬（アイテム 
やスキル）びちらえるといラをの。 

〇ウサギのノイマンさん宅で、^ 
ストの鲜旋をしてくれる（有料） 

1個のSニゲーム 
本作では、ショップで購入した吉ニゲームをビジュアルタモリに転送して遊ぶことびできる。そのSニゲームの数はなんと 
巨種]]個。ゲーム内容お、RPGから占いまで豊富に用意されており、また!-ークンといラ通貨を集めることにより、本編 
中でレアなアイテムと交換できるよラになつている。これでいつでちどこでもrランダーズJ兰なになること間違いなし。 

C つゆダクIV )し暇つぶしパック)【豊かな人ちパック)【ヨーグルトの大冒お) 



Q [ ストーリーは最終的に1つの結末にが乘 1 
発表か5半年政上び経過した 

rシェンムー』。その間、内容に関 
するさまざまな情報び公開された 
び、振り返ってみると「日TE」 
「マジックウェヴ-」など、本作独 

自の新システムび非常に多い。そ 
して、それらのシステムはなまじ 
斬新なだけに、その効果び分かり 
にくいのも確かである。そこで、 
本誌はこれらシステム、そして 
『シェンムーJ全体に関する、とお 

Q1.「マジックウエザー」はダー 
ム内の世界にどラ影響するのか？ 
時間の経過に合わせて天気げ変 

わるrマジックウエヴー」。このシ 
ステムは、グラフィックび変わる 
外にどんな効果びあるのか。 
詳しいことは秘密です。ただ、 

降り積ちった雪の影響で涼の移動 

ゃヴブスI-ーリーについてはボIJ 

ユームいっぱいですよ。 
Q3.「QTEバトル」と「フリーバ 
トル」はどのよラに使い分ける？ 
上記の2つは、どち5も戦闘シ 

ステムとして判明している。しか 
し、1つのゲームに2つの戦闘シ 
ステムび同居しているというのは 

速度が変化したり、交通の硬が乱 珍しいケースだ。これ5はどんな 
れたりということはありません。 基準で使い分けられるのか。 

Q2.ストーリーはどラやつて ストーリーの流れを見て、一番 

コメントの「ヒント」び巧を示 
すのかは不明だび、技伝授の他に 
をVMを使ラかちしれない？ 

すれば重箱の隅を突くかのような 分岐していくのか？ 自然なおになるように使い分けて Q日.八イポリゴンのFFACEJ 

質問を鈴木裕氏にぶつけてみた。 日TEの成功、失敗によってスト 
一U—び分岐することはすでに判 
明済み。しかし、それでは失敗続 
さのプレイヤーが、いつまでたっ 
てをエンディングにたどり着けな 
し、恐れびあるのではないだろラか。 
確かにストーリーは、QTEの成 

功、失敗などにより分岐していき 
まずが、最終的にはひとつの結末 
に収束していきまず。ただ、『シエ 
ンムー』は過程を楽しむゲームな 
ので、クリアにこだわ5ず自由に 
的を行を来してほしいです。分岐 

いまず。中には、当初フリーバト 
ルの予定で開発していたちのが、 
QTEバトルに変更されたものらあ 
りまずし、その逆ちあります。 
Q4.ゲーム中に、ビジュアルメ 
モリ（VM)を使う予定は？ 
春のゲームシヨウではけま伝授」 
シーンで正解コマンドを表示する 
ために使われていたVM。しかし、 
この他にも使し馆びあるのでは…。 
まだ秘密でずが、いろいろとを 

画中でず。ヒントはもちろん、才 
マケ的な要素ち入れたいでずね。 

S術がゲームにち反映される？ 
2力月ほど前に公開された、実 

験的意味合いび強い「FACE」。こ 
の技術はゲームに反映されるか？ 
こんなにいいをのを放っておく 

手はないですよね（笑)。効果的だ 
と思われるところに入れたいと思 
っているので、可能性はあります。 
入れたいといラ意向は十分に感 

じ取れる言葉。活用の方法などは 
まった<不明だび、期待したい。 
次号ではさらに直撃取材を試み 
る予定。刮目して待て！！ 

発売延期をは情報をひと化み気味の[シェンムー』。今回は、この夏開催の関連イ 
ベント情巧と、巧曰開催された「アスペン国隐デザインを議Jの模様を緊急報告。 



去る7月3曰、六本木アークヒ 
ルズにて行われた「第已回アスぺ 
ン国際デヴィン会議1目吕9」。「デ 
ヴインデジタル」といラテーマに 
沿って開催された本イベントに、 
『シェンムー』制作総指揮を務める 
鈴木裕氏び登場。他のパネリスト 
とともにデジタル産業の未来を語 
り合った。まず、パネリストのち 
川氏から『シ王ンムー』の制作状 
況を聞かれると、 
今、rシェンムー』のな験版を作 
つているんでずけど、これにちよ 
っとしたオマケを付けようかと考 

ふ 
〇パネリストには鈴木氏の伽こCG 
クリエイターの原田大三郎氏、マイ 
クロソフト（株）会長の古川亨氏と 
いう靜々たる韻ぶれがそろった 

えていまず。ゲームショウで遊ん 
だのと同じでは面白くないでしょ 
ラか5、八イポリゴンで作ったキ 
ャラを入れて、それを自由な角度 
か5眺め5れるよラにしたい。 
と速やかに回答。ここで言う「体 
験版」とは、8月己日政斷こDC本 
体またはソフトを購入するとをら 
える『What'sシてンムー漏…元 

専務を探せ』のこと。この直後、 
鈴木巧は実隙に体験版を起動させ、 
八イポUゴンの涼、シェンファを 
モニターに映し出した。鈴木巧は 
この3人について、 
ここまで高いレベルに作りこん 

でしまラと、本当にちょっとした 
欠点がとてち目立ってしまラんで 
す。たとえば、髪の毛のほんの一 
部がどうしても角張ってしまうた 
めに、全体的に見てそこだけ浮い 
てしまうとか。でずか5わざと部 
分的にクオリティを落として自然 
に見せているきU分もあるんでずよ。 
と、ある意味賛ミ尺な苦労を述べた。 
また、体験版では上記の2人の他 
に紅修琪、マーク（公開済の黒人 

キャラ）を選択でをたぞ。 I『シェンムー』の1時間は 
現実巧巧の3分 <5い 
体験版び披露された後も、『シェ 
ンムー』の話題び続く。原田氏の 
「『シェンムー』では、どのくらい 

の速さで時間び経過するのです 
か？」といラ問いには、 
ダーム巧巧の1時間=現実世界 

の3分く 5いで計算していまず。 
と、明確な数値を断言。またち… 

氏の「ゲーム中に天候び変わるら 
しいけど？」といラ問いには、 

僕5はこれを「マジックウェザ 
一」と言っているんでずが、今は 
これで苦巧しているんですよ。天 
気といラをのをしっかりとゲーム 
システムの中に組み込ませなけれ 
ばな6ないか6。ちょっと雨を降 
5せただけで、変更しなければな 
5ないデータが倍増したりずるの 
で、開発作業の予測が非常に難し 
くなっています。 
と、現状の苦労を述べた。 
さまざまな苦労と技術を積み重 

ねて作られる『シェンムー』。その 
苦労びどラ反映されているのかは、 
8月已曰から配布される体験版で 

一部判明することになる。 

r 6月24曰、DC本体の値下げと同 

TSUWY/1こみ夏いろんを就巧で『シンム. 

時に一大キャンペーンrシェンムー 
兰陈Jび開始された。ちラ既に配巧 
されたビデオを見た読香ちいるだろ 

[j■スター•ウオーズJアドシネ 

現在お巧各国で大ヒット中の映面 
「スター•ウォーズエピソード1フ 
ァントム•メナスL国のでち間ち 
なく公開されるこの映画のアドシネ 
(映画び始まる前に流れるコマーシ 
ャル映像）にrシェンムーJか’流れ 
るのだ。今回は映像の一部を公開。 

fyji 
L通 

ラ。だび、この夏た乃では「王昧J 
の他にちrシェンムーJじ含えるイ 
ベントをたくさん企画しでいる。ぜ 
ひ足を運んでみよラ。 

ビデオレンタル喜 'タル麵rTo 
レンタルチェーン 
マ『ぐけ、//. _| 璋— 

現な、ビデオレ 
CTSUTAYA」で、rシェンムーJ 
の魅でび一杯に詰まったオリジナル 
ビデオを貨しおし中（料をは無料)。 
期限は7月末曰までなので、まだ見 
でいない人はすぐに直行すぺし！ 
(一部実施しでいない店舗ちあり） 

I営団地スタンプラリー開始r~T. 

営回地下款の「スタンブラリーJ 
に[シェンムーJび登場する。地下 
鉄駅巧に設置されでいるスタンプを 
集めでいけば、記惹品と認定証をち 

Iえるぞ。また、，期間中は銀座、池 
袋、渋爸の各駅と地下鉄博物館（東 
西線薑西駅畐架下）にで『シェンム 
-J体験コーナーび設置される。ス 
タンブラリーの詳細は)^下の通り。 
実施期間： 7月19曰〜8月20曰 

-スタンブラリー巧1日棄牽券- 

〇映像にはハイポリゴンで描かれたキャラがふんだんに使用されている 
〇記念品は、シェンファのボール 
ペン。欲しいなら地下鉄に直斤！ 

発売枚数 
発売を額 
有効期限 
発売證巧 

大人、ろおとち13000巧 
大人710円、寺I共360円 
開催期間巧のラち1曰 
営回地下鉄主要駅および 
定期券売り揚 



母体球団をミ央定後、本拠地を選 ぞ。秘書び打力-投手力-若手中 
択。そして8億円の予算内で自軍 むの3つのパターンに応じたチー 
選手と契約する。実在選手をよく ムを構成してくれるぞ。当然、す 
知らない人は「おすすめ」をどラ ベて自分で選出することお巧能だ。 

19™ 

，胃瓜^'毒ミ 
tellな情 

，扭E巧1■扣の巧，ふ,ぶ化W I*の0051 
> 没巧■! 80000 ,1.» 山 S 30005 
r。册II 汾俯中。田含 7m 
«=上 扣〇巧•'ド担百化 650方 
值五十» 55075 ''V a?キラ 5500 
W石巧 巧0巧 ».|.» mnm 200073 
M贿 化〇5 ,が-m-z が典巧 
—ち巧 70075 f,!i,ニウも 48075 
三MM 48075 SBミ 160075 

とび出せ！江まスワ□-ズ 
ます本拠地は編集部の所在地で 

あるミエ東区を選巧。新宿に比べで 
経済効果び下びるのは痛いび…。 
チーム編成はnまつらつ着寺Jを 
採巧した。攻守の要、ち旧の不在 

は痛いけど、石井一、り!崎、伊藤 
誓の「兰本柱」は残るし、着寺を 
見でち岩巧、五十嵐、5な弘など 
今後に期待でさる遺まばかり。じ 
つくり胃でまっせ！ 

]月はファンクラブの運営資金 
の決定。そして2月か5キャンプ 
インだ。資金と育成効果の異なる 
それぞれの候補地から選び、いざ 
出発。キャンプでは、「体力強化」 

や「制球-精巧」など、選手ごと 
に1力月間の育成メニューを巧め 
てい<。さらに「スイッチ転向」 
ロンバート」「新球種習得」とい 
つた特別なメニューちある。 

け!. 漁スワ□-ズ 
スワ□-ズのキヤンブ地とい 

えばユマ！…びないので、資金 
のことち考えた結栗、国巧の宮 
崎（西都？）へ。練留スクジュ 
—ルは、他に情報びないことち 
ありコーチの助言をほぼき面の 
じ参きにした。しかし成乗はあ 
ま0ちしくない…。なしで？ 

巧僅^^ 

〇ファンクラブ運営費は、年を追う 
ちじ-がやしでいくのだいいだろう 

補強費8億+運営資金8億の元 
手と経営手腕を駆使して、「1日年 
し:^巧に日本一」というノルマを達 
成でさるのか？今回は、現実の 
ベナントレースで苦戦を強いられ 
ているスワ□ーズでプレイ。その 
1年目の流れを追ってみよラ。 

プ□野球還手をご<ろラ! 

為 
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金と□を出して試さに臨む 

監督にすべての采配を任せるこ 
とちでさるび、自5細やかな戦術 
を繰0広げるのちfやをゅつ<J 

の魅力。また「オーナー賞」とし 
て賞金を懸けると、選手の±気び 
上びり、腺利の確率び高まる。 

兢スヮ□-ズ 
[3連敗4連敗当たり前！J 

と裏気よく負け続けるスワ□一 
ス。巧撃犀には多くを望んでい 
なかったび、頼みの先発投手陣 
まで炎上する始末。架配を任せ 
きりだったから？ 「オーナー 
資Jを懸けでなかったから？ 

み度ィベント纖 アクシデント 
突発的に発をするイペントの る。逆に試含や練賀中に遷また 

数々。選手び望等を申し化た場ち 
は能カアップのチヤンス。また球 
揚貸し出しなどの臨時収入ちあ 

:巧琴^^^^^^^^^^ 

逆に試含や練賀中に遷まがケ 
方をしで、長期雖脱を強いられる 
ことち。それびエースや中收巧者 
の場合、目も当でられない。 

S ぶ \¥, U 
1化が Wg 目句 I 

pMEfえ一~タンおそしてシーズンイン!~1 

ここからびr球団社長」として に務めていく。ただ目先の試合に 
の腕の見せ所。3月〜1日月まで 勝つためだけでなく、将来を見据 
は、半節（いわゆる3連戦）単位 えた上での経営ち針びポイントと 
でコマンドを選択し、チーム運営 なるのは言ラまでをない。 

が师心ス 
下に並ぶはヘルプアイ 
コン。こち6で収まや経 
営が態、スカウティング 
の現状を即座に把握で重 
まず。また、秘害から経 
営についての助含を聞く 
ことがでさるので、参考 
にしてみてはいかび？ 

手腕び問われるrけいえし\1 

球場の増改築、アイテム開発な 
ど、球団社長本来の責務。練習効 
果を飛躍的に上昇させる機器の巧 
実など育成の促進を図る一ちで、 
VIPシート（年間予約席）の設立 

责で園□画.を,y 
豪【フ傷’ 

! X 

やチケットの値段を設定するなど、 
集客についてを考えねばならない。 
また、サイドビジネスを発展させ、 
副収入を狙ラこともできる。 

みあ紛I!減スワ□-ズ 
練習成果を上げるため、ご多 

分に漏れす練留機器をひととお 
り揃える。そしでグッブ&アイ 
テム開発には毎月投資。秘書の 
助言に従ってグッズショップち 
建でた。…さっきから人の意見 
に従つでばつかだな。 

新人選手探索や入団交渉、列国 
人選手との契約、またはトレード 

といった「編成部長Jに近い仕事。 
不要な選手の解雇ちこちらで。 

MSA 

減スワトズ 
古田の巧を埋めるために白羽 

の矢をなでたのび、ホークスの 
城島。Aランクの别国人投まを 
霞得できたことちあ0、交換要 
貢に伊藤智を立でで交渉…成 
立！お後城島は、ち田の巧を 
埋めで系りある活躍をする。新 
人では郞戦力巧蓄、爸澤健一 
(0己)から逆指含を取り巧けた。 

诏だ! 頗スワ□-ズ 
中継ぎ抑えおまたちび、リー 
ドしでいるグームの終盤でしよ 
っちゅラひっくり返される。そ 
んな連中の精神力をおえよラと 
するび、ル谷おまコ^チのキー 
ワードは「精神力の強化は今一 
つJ…ちラお巧真っ暗である。 

rじんじ」で戦力を確保|1「グラウンドjで遺手を鍛える 
選手の育成ち針を定めたり、先 
発オーダーを決定でをる「監督」 
のよラな仕事を行える。また、球 
団に対しての選手の感情を把握す 
るのも忘れてはならない。 

(11^-12^1 

まずはスタツフの入れ替えか5。 
ちなみに、シーズン中に監督•コ 
ーチを入れ替えると、選手の±気 
を下げてしまう。次に「ドラフト」 
で有望な新人を獲得する。をし、 
シーズン中に逆指名権を得ていた 

5、高見の見物としやれこをう。 
そしてFA選手獲得から、一番頭が 
痛いr契約更改」へと続く…。 

庶呼•••江まスワ□ーズ 
59勝73敗3分の5位…1年目 
の成績としではこんなちのか？ 
チームの弱点とコーチの育成方計 
か’合ねないよラなので、コーチ陣 
の入れ替えを断巧。2年目は着手 
ち伸びるだろラし成績アップは確 

実と期待しで臨んだ結果、50勝 
81敗4分でぶつちぎりの最下位… 

つで下がつでどラする！ほとん 
どの選まか’不満タラタラでムード 
は最悪。その上収入ち増えないし 
で、光明は見えず…助けで！ 



架空の巧巧で白由気ままな人をが楽しめるリ乃レタイム 

^を価巧5,800円(挽剧 

ライフシミユレーシヨンrワーネパJにお信巧能が加わっ 
て、ドリームキヤストに登場だ！ち人と力ードメールやキ 
ヤラクターを交換し合ったり、発見した王国の情巧をノー 
卜（BBS)に書き込んだりと、その楽しみ方もさらに目由 

-自巧。もラひとりの自分のもラひとつの人をを、ワーネ 
仲間達と一緒じ满暧しよラ！ 

m997,1999 Riverhillsoft Inc. 

W'mi 

株式会aリバ-ヒルソフト 



搜瑜巧なか 

50丑 
巧Wか 
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Hi 
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》n§\过书巧でしIt令づ^ 了 FAZ巧巧受ミ书口-r•巧巧忍助巧が巧ご，了 
孤，おをけホなみ广みせ？がけみQu—:#-—no苗か-:3なか3か如衰t一けだ！ 

•却こ了こ盛- 

則^お稿するときは' どんなハガキを使ってもけっこぅです。 

な一,を^お稿用ハガキを使ぇば、あてをを書く手間がはぶけるぞ一 





別に投稿室が減つたわけでをないのに、 なんでやねん と地団太踏んだところでどラにをなSん 
巧号か6ドリFANは巧1回30日発売になるつて？ てことはドUクラを巧1 

tree tree tree 読者のよもやま話コーナー。ゲーム似がでも体験談や失敗談、 

ショックを受けたこと、面白い友人&知人の話、などなど。 

ラい一っず、担当のウシでず。し、 
きなりだけど、ドリクラに大きな転 
機が！そラ、冒頭でも言ってる通 
り、7月30日発売号か5ドリFAN 

は月刊誌になりまず。基本的にドリ 
クラは巧ねりませんび、コーナー数 
を考えると、己ぺージでは全然足り 
ません。7ぺージでち収まるか…。 
せめてボリユームは上げたいなぁ。 
これでドリカラ「お色健美Jびレギ 
ユラー化されれば…ラん、未巧は明 
るいぞ！と無理やり元気出したと 
ころで、お硬りいってみよラ。 
^^^まで住んでいた埼玉から、大 
ノI学の都合で千葉にいる親戚の 

所に引っ越してからもラ1力巧び過 
ぎました。令ではをう副Iれましたび、 
こっちに来てまだ間もなかったとき 
にはいろいろと大変でした。その中 
でち特に苦労したのび電車の秦り継 
ざ。家に帰るのにどのホームに停車 
している電車に棄ればよいのか分か 
5ず、何度駅員さんに聞いたか…。 
都会の飘、ホームびをすざです。そ 
んなわけで千葉県のみなさん、これ 
からよろしくお願いします。 

(千葉県/1己のYOM。 

コンクij-トジャングルで生き残 
るには、交通機関の乗り換えテクニ 
ックはお須スキルでず。ところで千 
葉といえば、名物の「マックスコー 
ヒー(前号参照Uは巧んだ？ 

「+7ガサターン.シ□ !」とい 
Iラことで、今頃（？）せび 
た王四郎立て看板をGETしました！ 
ラれし一っ！だって今まで何度頼 
んでを譲ってをらえなかったのに、 
先曰「店の模様替えするから」と譲 
ってを6えることになったのです。 
ね一、ドンドンパフパフ〜< 3月 
にはrダビスタJ &「スケサタ」買 
って、他の店から看板ちらったので 
合計2枚！玄関に飾って毎曰せび 
た王四郎の勇姿を拝んでいます。師 
の教えを守るベ<、毎曰のよ5にグ 
レーサターンでゲームしてますよ。 
指び折れるまで、指び巧れるまで！ 

(大阪府/ANNE秘本） 
文面か5客ぴぴ巧れ出てまず。に 
しても玄関にせがたのポップび2体 

。押し売り裝退には持って来い？ 
、子一馬悪魔絵師に憧れて、「パ 
LワーマックG3」を購入。U 

ンゴのマークがとってちラブU—< 

金三 

び、たいして計画を立てずに買った 
ため金欠！本体とモニターとキー 
ボードしか買えませんでした。しか 
ち家に届いてびっ < り！机の上に 
秉りません。ソフトをないしスキャ 
ナをないしモデムすらない上に机ま 
で買えと！さすがに世界一金のか 
かる画材だね…。旧DNかケーブル 
テレビの工事をしなさやなんないだ 
ろラし…。その上母に「散らかるか 
ら、置く場所決まるまで箱か5出す 
な」とがを刺される始ま。CGへの 
道ははるか遠く…。宝< じ、当た 
れ！ （神奈川県/雪野真詞） 

G3ってが観は斬新だけど、その 
分かさばるんじやないの？本体眺 
めてウットリずるのでなければ、机 
の下に百くのもどうでしよう？ 
パJ-日、我び家に2通の封書び届 
7Lさました。送り主はそれぞれ 
別の会社か5で、中には某アダルト 
PCゲームのテレカと設定原画集通 
販のチラシび！一体どラやって住 
所調べたんだ？いや、それm前に 
なぜワシびゲーマーだってことを知 
つている？間の悪いことに、原画 
集のちは糊付けがよ<なかったの 

か、家の者に簡単に開封されて、中 
身を見6れてしまいました！チラ 
シにはHなイラストび満載！ヒイ 
—ッ、ワシは無実だああ一!(泣） 

(佐賀県/応援< ノトト） 
を業間でユーザーの1 む一、を業間でューザーの住所を 

交換しあつてるとか…。だとしたら 
ちょっと怖いなあ。 

〇島根県/アサダニッキ雪野さん主 
ま（今みめた）の「日へ連〜日本へそ 
連^」は会員大募集中煤） 
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ドリクラ意識調査巧 
今回のテーマはrサターン.DC限定、 
あなたの*ち好きなキャラ&巧いなキ 
ャラjでず。…とはいつてちほとんど 
びサターンキャラに巧しての想いで巧 
ゆ尽くされましたび。でち、さずがキ 
ャラには事欠かないサターンだけに、 
かなりA"ラけた結果になりました。 
〇カーバンクルびぷよ通J)社長の声 
で「ガオーJは、今では聞けない。 
Xお々巧作治ぴ野々村おおの人々J) 
顔。 （群馬県/石田公貴） 
〇惦おお（[■同級生2J)ただの巧では 
な<複雑な関係。見る目び変わると信 
頼関係でをラプラプになつちゃうよう 
なところびとつてを0K! 
x長岡ち樹（『同級生2j)部員1人の 
写真（茲撮）部び、なぜ潰れないん 
だ？友美をいじめるな！みの0を 
巧迫するな！可憐ちゃんの盗撮写真 
を撮るな！ （広岳県/池田研吾） 

〇神巧ずみれサクラ大戦J)どラぞ 
私めをポチとお呼びください。 
Xせがた兰四郎びせびた云四郎ち剣お 
m)藤岡お上等！横山智化に密着 
すんな、コンニャ□ !ていラひ、ラ 
らやましいぞ、コンチクシヨウ！ 

く神奈…県/麻衣子で9回！） 
〇有馬亜を美ぴYU-NOj)夫の死と 
社会的立場にはさまれて惱みめく姿は 
痛クしすぎる。曲のおがらない母親つ 
てのはありがちで邪道だび、それを差 
し引いてをダントツ。 
Xカイル（fDES旧Ej)陳腐な催眠術 
でたぶ5かしておいて何び愛だ。こん 
なクスに/じ揺れるマコトちマコトだ。 

嫌漏県/鉛筆ル僧） 
〇ソニックけソニックアドベンチャーj 
など）クールで周囲におびず、我が道 
を往<。そんなセガのイメージを具現 
化したキャラだと思います。 

XクラスティAンマー（1■ダライアスパ 
伝J) A級シューターでを頭を抱える最 
強キヤラに、C級シューターの私びどラ 
巧のしろといラのだ？ 

(香川県/療原一太） 
〇ジュノーン（rドラゴンフォースJ) 
あの人びいなければ、fドラづンフォー 
スJは質っていません。魔法騎±とい 
5のをポイント高いです。 
Xユリ-サカヴキ（fK.O.Fj) (■龍虎 
の拳jのとさと性格が変わりまくって 
いるし「〜っちjとい5語尾び好きじ 
やない。 （宮城県/子孤鈴） 
〇シンピオス(rsFinj)童顔短裝キヤ 
ラが基本的に好みなので、まさにツボ 
です。あの転お後のグラフィックには 
クラっとをました。 
Xゼロ (rs/Mj)あのピアスだらけ 
と中途半端な髮型はとてを許せん！ 
(ファンの皆さん、ごめんなさい） 

(群馬県/中邑香織） 
〇饭島美雪び下級生j)普段は男勝0 
で生恵気なだけに、友情と恋也の狭間 

で思い悩む姿び一層いじらしい。 
Xををえみる（『センチJ) 「0ゅん」 
禁止。 （巧奈j II県/め-ら一る） 
0®葉キヨウジ（rデビルヴマナーJ) 
あの性格をルックスを、何をかちが極 
上の男だと思います。 
Xレオナール（rタクティクスオウガJ) 
令カオスルートで理想にまっしぐらの 
せいか、彼がとてを引っ掛かるのです。 

(東京都/山菜） 
ブレイヤーに愛されるキヤラだけで 

なく、憎たらしいと思わせる巧お作り 
も、シナリオライターの妙巧とSえる 
のではないでしよラか。さて次回のお 
題は「DC本命タイトル-大巧タイト 
ル」。9月な度に発売されるDCタイト 
ル中、個人的に大きな期待を香せてい 
る[本命Jと、「今はま目されてないけ 
ど、実はスゴイゲームに化けるかち…」 
とモ巧させる「大巧」を1つずつ宰げ、 
それぞれ理巧も添えて巧巧してくださ 
し、。同時に「こんなお題で調きしてほ 
しいJという意見も巧集します。 
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「|JーダーズQ&AJで攻略本を見れ 
ばわかる質問が後を絶たないのは納 
得いかない。簡単に頼らないで。 

借0たソフトや格安で購入したソフ 
卜にまで攻略本を買いたくないとか、 
金銭面での余裕がないとか色々事情は 
あるのでしよラが、基本的には専門誌 
で攻略されたものや攻略本の出ている 
をのはなるべく控えたちが好ましいと 
思います。他人に教えるのが惜しいと 
は思いませんが、「執筆者に巧して失ネし 
ではないか？」とか「無断転載に該当 
しないのか？」などと考えると投稿し 
ゴらいものびあります。完全に自力で 
発見した解法なら問題ありませんび…。 

(東京都/ウオンバット越前） 
確かにわからないことがあった5、 

攻略本を読むなりち人に聞くな0で解 
決するでしよラし、質問編を送ってか 
ら锅答編び掲載されるまでのタイムラ 
グを考えると「ちしかしたらこの間に 
解決しているんじゃないか？」と思っ 
たりちします。でも、恼んでいる人に 
とっては些細な疑問であるほど攻略本 
購入をためらい、「せっか<1」ーダーズ 
Q&Aのよラな便利なコーナーびあるの 

「OU号のX Xごんに質成or反巧」 
といった意見をぶつけ合う、読者間 
のおたぶ0キャッチボールコーナ 
—。激しいやりとりも0K! 

だから、利用しない手はないJと質問 
しているんだと思いまず。その攻略本 
をほとんどの本屋でビニールカバーさ 
れていて、内容を確かめることはでさ 
ませんよね。それにをての攻略本がい 
わゆるいい仕事をしているわけではな 
い6しく、開けてピックU玉手箱的な 
ところをあるよラでずし…。最後に、 
YOM曰さんの苦労ちわかりますが、こ 
ラいラ「リーダーズQ&A」をはじめと 
した読者間の交流びあるの6ドUFAN 
の良さですよね。まさに「ド1」ーマー 
ズネットワークJですよ。 

(茨城県/ジーコ像） 
あなたの気持ちはわか0ます。でを 

攻略本は結構高い（20曰0円政上する 
をのをアU)ので、無理に「買え」と 
は言えません。それに「辑答編」に投 
稿したことのある者から言わせてちら 
えば、本来は誰に話すでをなく、独り 
で満足感に浸るしかないゲームクリア 
の知識び人の役に立つのは嬉しいをの。 
それに自分のお気に入0のゲームをプ 
レイしている人び他にをいてコミユニ 
ケーシヨンび取れるといラのを嬉しい 
し、r解答編」の八ガキを書くのち結構 
楽しい。ただ本誌で攻略したことのあ 
るソフトの質問び来ると「なぜ？」と 

愚5ことをある。rPiaVキャ□2Jな 
んかは本誌の攻略記事で十分だと思ラ 
び…。 （滋賀県/続-オレ） 
確かに今時のゲームは攻略本なしで 
は前進す日出来ないちのが多すぎる。 
特にRPG、SLGは末期的と言ってもい 
し1。逆に人気のないタイトルは攻略本 
すら見当たらない場合があったりする。 
ネット環境の使えるユーザーならゲー 
ム関連サイトの世話にもなれるが、皆 
び皆といラ訳にはいかない。従って 
「日&A」の存在は巧くベらかざる物と 
結論したい。あ個人は已〇冊上ち本棚 
に鎮座する攻略本に少々ラんざり気ほ 
だったりする有穗だが（笑）…。 

(愛媛県/上曰落） 
交流を深めるためにを、このコーナ 

-を活用してほしいといラ気持ちはあ 
る。ただ、何の情報も得ずに自力で攻 
略した客びの方がはるかにおることも 
忘れないでほしい。といラオレも最近 
じゃ攻略情報に巧りっぱなしだび…。 

To.アサダニツキ（No-1 
みなさんはドUFANをどのよラに収 
納していますか？ 他の雜誌と違 
い、捨てられないので。 

を切りめいたものを手元に残し、後は 
をてUサイクルに出しちゃいました 
(笑）。…しかし今年になってから手元 
に残したい記事びをすざて、これから 
の姐分に帷んでいます（を)。 

(京都府/梓理宇奈） 
意外に簡単なち法びありました。そ 
れは本棚に縦に入れることです（N曰. 
12では横置さだったから）。ただし高 
さが30cm、奥行きが2已cm切上ない 
と「ドUFAN」は入りませんび…。 

(获城県/K5) 
最後に、高峰秋良さんの整煩法を図 

解入りでどうぞ！ 

はぁ〜。確かに雑誌ってすぐたまる 
し部屋ん中でかさば0ま<って化ちな 
いですよね…。ちラ私は同人誌を作る 
とさの資料としてTB/MJの特集ペー 
ジと「コーンヘッドクラブ」（編集部 
を：「ヴタFAN」時代の読ちページ） 

r4ft.巧化 
I 

さかだ"中ホ化巧说咖kげ运ド内がん 

*¢1彻* 
糾bドI臥口W. 巧'私巧ら 厲みお巧.がわ、St 

がVが 
だ口•けマ从なュnルけt紙任みなの■なaW*‘ 

く?端：i;説* 
も,叫■巧少 

ai野県/高峰秋良段ボーJL^を使 
つたアイディア収納。これなら整理整 
頓もバッチリですな 



areヴポ—夕—ズ( 

巧と图のシンクにシティ 
前号で書いた通りrSFEシナリオ とマスキュリンがラプラプ…これは王 

1J巧プレイ中でずが…いや一篇いたの 道。そして巧がかエルダーとシバルリ 
なんの。「ヌーンJつて男やん！某化 ィびいい仲…邪道すか？ 
巧道方面の方のカライラ見て女だと思 
い込んでいたけど、下巧履かせよラと 
した5装おでをないし。チクシヨー驅 

お気に入りのタイトル&キャラクタを、夕ぞやイラストで大 
プッシュ！キャラクタにまつわるエピソードも募集中！ 
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ドラ:iンフホ-ス友のさ 
[njはやっぱり不評ですか…。確 

かにキャラデザは統一されてないし、 
声は無くてをよかったかなと思います 
び。でをやっぱり面白いと思いますよ。 
令はエーベルスでブレイしています。 

(宫城県/ち < ばみみ） 

0?$奈りI県/雪野真詞レイナート眼 
錠っ子バージョン。一眉知的ですな。 
ウンチクの仕込み中？ 

「やはりな験版はいいなあ」と思いま 
す。PS rワイルドアームズJは体験版 
のデキの良さを確認して買ったよラな 
をんでずし、rトウームレイダースJシ 
リーズに至っては、体験版をプレイし 
てなかったら多分買っていなかったで 
しょラ。体験版CDを無理や0付けて高 
値で売りつけるのは何ですげ、GD- 
ROMの場合、をった容置に体験版を入 
れることびでさるのでは？ rVF3J 
等のソフトは、どラ考えてち半分わ使 
ってるとは思まないし。抽象的なイメ 
ージばかDのTVコマーシャルにをを使 
ラ<5いなら、巧験版を作ったほラが 
よほどプロモートになると思います。 

(奈良県/有効活用） 
は験版目当てのユーザーにもソフト 

購入を踏み切5せることがでを、良い 
方向に相乗効果を生むのでは？ 
どラしてこラち簡単に発売延期でさ 

るのだろラひ。そして決まD文句のよ 
ラに「クオUティアップのため」「開発 
ヴイドとして納得でさない出来」だと 
いい訳する。無理な発売スケジュール 
を組んだからか、開発側の怠慢かはじ 
からないび…。あま0にを長く待たさ 

れると、こちらの気持ちび妻えて「何 
を今更」といラ気になる。だから発売 
のタイミングをはずすと売り上げが伸 
び悩む原因にをなって<ると思ラ。次 
世巧機云々で盛りあがるのをいいび、 
こラい5ところを巧善でをなければヴ 
ーム業巧の活性化はあ0えないはずだ。 

(神奈川県/FLY) 
本来は一度公ました発売日を巧るの 

び筋。ただ、無理に巧売されたソフト 
に致命的なバグがちった0、また緣り 
こみが足りなかったりしてをくのはユ 
—ザーでちることもちれずに。要は発 
売日ミ夫定のタイミングでずな。 
最近よ<聞かれるrユーヴーがDCを 

盛り上げるべきだ」といラ靑。しかし 
セガに巧してそこまでの義理を化ラお 
要びあるのだろラか？個人的には、 
ブレイしたいゲームがDCで発売される 
から購入したまで。セガやサードパー 
ティに巧して我びままを巧し付けるつ 
をりはないび、他機種で魅力的なソフ 
卜が数多く発売されるなら、そちらの 
/、ー ドを遠慮なく購入する。ユーヴー 
はをっとシビアであるべを。む中？ 
冗談じゃない。（兵庫県/野田販神） 

沒植•続！賴(Dき 
実は私、DC購入時からすごく楽し 

みにしていたことびあるんです。それ 
はDCの美しい画像でrグレイテスト 
ナインJがでをるといラことです。当 
時タイトルは発表されていないちのの 
「セガの人気タイトルだし、令まで出 
してをたのだから、令年を新機種にな 
ろラが発売される！Jと信じていたの 
です。•••なのに…をラrグレナイJシ 
IJ-スま終わってしまったんですか？ 
ネ亦じちでち女の子でを楽しめる野球ヴ 
ームだったのに…。勝手に思いこんで 
いた自分が悪いんですけど、それでを 
「横おべイスターズ」が运勝した年の 

バージヨンび出ないなんて、そんなの 
アリ？ （東京都/かねさだ） 
オレもスワ□ーズ宙巧時のデータで 
プレイしたい。次はいつになるんだ？ 

キ志の 

成 

離 
ねに1 

これもSつてください! 
rドリクラJに巧活してくれるち々 

が作ったアイテムを、読を①皆さんへ 
プレゼント。ごを望のちはAガキにま 
号と提供若名を明記の上I■これあしい 
のJ係まで御応寒ください。締め切り 
はS月8日（おな)。当送ちは10ち号 
にて発表。アイテムを提供してくれる 
方ち随時募集中 

巧稿時のおや <そ< 
すべての投稿は、Aガキサイズの紙 

でお願いします。イラストは白黒のみ。 
ただし鉛筆描さのイラスSは印刷上港 
度に問題があるのでX。カライラは掲 
載でをませんび、グレーのコピックで 
演淡を付けるのは0Kです。イラスト 
のまにはゲームタイトルとキャラ名を 
明記のこと。さらにイラストに巧して 
のコメントや近況報告があると嬉しい 
です。まとめ送りをされる方は1枚ご 
とに住所、氏名、ペンネームを記入し 
てください。また、プレゼントもの政 
がの文字ネタに限りE メールでの投稿 
ち受け付けています（住所、氏名を想 
れずに！）。アドレスは下記の通り。 
DC-FAN@nnbb.nifty.ne.jp 
•「ドリカラへの道J番が編 

N0.12 r彩色健美」のお巧か、署名 
数が急増！特に静岡県の巧香我美さ 
んは、なんと16人分の署名を集めてく 
れました！よって現在171名。あと 
29人…。ラストスパートGO ! 
次回を最後に月1になるけど、离密 

度でお届けします。ほなな〜。 

P奮 
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耐え難をを耐え、忍び難をを忍び、 
ついにr戦国TURBJの新作び登場 
です。正式タイトルはr戦国TURB 
Fanfan l,me Dunce-doublenten 

dre (せんごくた一ぶふぁんふぁん 
あい6ぶみ一だんすでゅ一ぶらんた 

■Hum •開発が況：？ダ〇 口月3日琼 

んどれ)ム豪快に長いタイトルなん 
で、rたおぶふぁんみぁんJと略する 
といい感じです。気になる中身は、 
Sニゲームやら音楽集やら、いろい 
ろ集めたをののよラです。早い話が 
フアンディスクでずね。 

本格ゲームで楽しむ 
アクシヨンやシユーティング、 
レースなど、各種ヴームをいろ 
いろ搭載。各グームのノVジクス 
トーU-は、^戦顏TUR巨Jが 
伝、あるいはr戦画TU巧がな 
列のTURS担巧の樣すを揺いた 
話になるみたいです。なんでち、 
ねこぱけつと星で暴れでたころ 
のじのちやんやら、じのちやん 
か‘到おする前のらいよん惑星の 
話をあるとかないとか…。 

携帯して楽しむ 
ビジュアルメモリを使ったア 

クをサリ集。くまちゃんやラさ 
ぎちゃんの皆様げたを、ビジュ 

:アルメモリに放りをんで携帯し 
よラという大胆かつアクレッシ 
ブな試みでず。ビジュアルメモ 
リ巧の爸キャラクタは時間の経 
過やプレイヤーの働きかけによ 
っで、いろいろ巧愛いUアクシ 
3ンをとっでくれまず。TURB 
的たま♦っち？ 

さらには各雑誌オリジナル企画や 1 

TU祀イラストもどんどん詰め込みぎみ！ 1 

聴いて楽しむ 
あの具に残る音楽を[戦国 

TURBJの魅力の一つです。に 
やにやな、にやにやぼ、にやに 
やぽ揉ぽぽ、にやにやにや〜ん 
(レいかげん)。ボンボ先生大活 
撞のあのち巧を、いくらでを聴 
し、で下さい。そしで、あの場面、 
あのシーンを思い出しで涙する 
のです。f気か’がくとあの巧を□ 
すさんでる旨分がいでいやにな 
るよね（深化巧鼓)J。 

読んで楽しむ 
で:等！ TURB世界び小説に 

なっで文ぎで語られで、ついで 
に外伝的な内容だった0しで、 
お一いえすラはあん。 

す巧ミ 

観て楽しむ 
戦場カソラマンになつで、ね 
こちやんたちの戦いつぶりをビ 
シバシ撮影。かつこいいシーン 
や悲しいシーンををモリモリ撮 
つであげましよう。 

繫いで楽しむ 
時けはインターネット！な 

んでをホームぺージとおびった 
0、連動した〇なんわ^で大変な 
ことになっちやラみたい。例え 
ば、Sニグームでブットしたポ 
イントを登録しで、ブレイヤー 
のねこ階級G忍0•にやっば〜 
げねれる-にやっ球の称号）を 
上げでいったり…。雑誌連動を 
画（下のやつ）ちここを使ラみ 
たレな感じでず。 

讓要顆 
上の日つの楽しみ方ががにち、各 

DC専門誌による才Uジナル企画ち 
搭載予定。電撃さんやらマガさんや 
らといっしよにいろいろオマケを放 
り込ちラという費ミ尺企画です。 
ドリームキャストFANオリジナル 

企画は①「rruRBj系お宝サイト 
募集J⑤「超絶ウソテク大技林」。徳 
間書店っぽい募集でいい感じですな。 
他にを、r戦国TURBJホームぺ一 

ジに投稿されたイラストや、これま 
で各雑誌に掲載されたイラストちど 
んどん詰め込む5しいですよ〜。 

作ぶ 

J系あなサイは、 
ネット上で作ったFTURBjサイト 
を、ゲーム上で公開。ホームぺージ 
のアドレス、コメントを募集しまず。 
③r超沿ウソテク大技林Jは、『戦国 
TURBJのウソテク大募集。「2コン 
のマイクにD4ベば黒ねこ兵±び規れ 
る」とか、優秀なデマを募集でず。 
応夏巧は115ページを参照し 

「rたあぶふあんふあんj係Jまで。 

な我 

〇あなたさまの作品がTURB世界に名を 
残ずチャンスなのです。たとえどんな作 
品であろうと… 
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奥深い戦術性を持った巧巧き用DEC胸付日：モを 

SEVENTH CROSS 

Fighting Integration Disc 

•恤巧.1^5^^配かサ足 
♦発売元：NECホームエレクトロニクス1 

♦開発元：NECホーム王レクト巧ニクスi 

•開発状況：100% 

:と移動速 
と攻撃速 

著 (iヤ閣C 

Dの総 

『SEVENTH CROSSJで育てた 
キャラクタ同±で戦うことびできる 
『F.I.DJ。その本作の魅力と対戦の奧 
深さをプ□デューヴーの期11氏にお 
聞きしたぞ。 

にEV【 'ENTH CROSS』にとって 
必然だった0=丄〇』 

——本作のアイデアはいつごろか 
5出てたんですか？ 
期IIにEVENTH CROSS』を作 
っていたとさか6かな。でされば、 
初めからこの対戦モードをrSEVE 

NTH CROSSJに付けておさたか 
ったんです。でちあの時点では通信 
環境の整備にし巧いろ問題びありま 
して、無理だつたんですよ。で、ユ 

ごて、FF.I.DJの入手方まなんで 
すび、本誌では100名にプレゼン 
卜。11己Pを参照しr『F丄DJ係」 
までご応募下さい。 
ちなみに、をDC専門誌でをそれ 

ーヴーさんたちの要望をありまして、 
今回こラいラ巧さで発表させていただ 
くことにな0ました。 

——ユーザーさんたちの要望？ 
深"I「なぜ育てたキャラ同±を戦ね 
せられないの？」といった意見びけ 
っこ5さていたんです。やっぱり、 
ガンガン育てるだけじゃなく、対戦 
させるっていラ育てた結果ち欲しい 
みたいですね。 

パーツ、属性、龍力… 

ちえることはいっぱいアリ 
——実際、今回はDC専門誌対抗 

戦といラ形でプレイさせていただを 
ましたび、対戦ゲームとして奥の深 
いちのになってました。 
深JIIそ5ですね。キャラにしてを、 
rSEVENTH CROSS』だと、単純 
に攻撃や魔法(EX-POWER)で属 
性による有利、不利の違いぐらいし 
かなかった。でも『F.I.Djだと、火 
に弱いけど水に強い、斬擊に強いけ 
ど巧撃に弱い、っていラよラな細か 
い設定びでさました。 

——パーツ選びび重要？ 
深川それちあります。レッグは移 

ぞれプレゼント中（ドU—ムキヤス 
トマガジンのみ付録としてついてま 
す)。また、NECホームエレクト□ 
ニクスでち全員プレゼントを実施し 
ています（下記参照)。 

laEごホームエレク1-□ニクスに 
FF.I.DJを応夏する場合は、封きに 

動速度、ボディは防御属性と移 
度修正、アームは攻擊属性と攻 
度と、それぞれ細かい設定を持って 
ますから。あとは能力と作戦設定の 
組み含わせですか。 

——DEXやHEALとか、rSEVE 

NTH CROSS』ではあまり役に立 
たなかった数値もありますび…。 
深川TF.I.D』ではどち5も重要で 
す。DEXは攻撃、防御のどちらにち 
影響を与えますし、HEALび高いと 
戦術そのをのび変わ0ますよ。あと 
ま、そのパーツと能力を活かせるか 

どラかは作戦設定ですね。 
今回のDC専門誌対抗大尝にして 

を、能力値は3誌とちほぼ同じだっ 
た。でち、ドUマガさんはバイオレ 
ーヴー足へのこだわり、電擊さんは 
属性相性の悪さびそれぞれの敗因だ 
ったと思います。 
—最後に『F.I.DJをプレイごれ 
るプレイヤーに一言…。 
深川大会（下欄が参照）を開 < こ 
とになりましたので、ユーザーの皆 
さんの登録をお待ちしております。 
頑張って育成して下さいね〜。 

DC専門誌対抗『F.I.D』大会勃発! 
「DC専門誌が巧rF.I.DJ大含J 

巧つできましたよ！中量級と無 
差別級の2部門か’あったんですか’、 
どちらち圧勝。最終結果はドリ7 
ガさん1勝12敗、電撃さん6勝6 
敗、ラちは12勝1巧。…圧倒のじ 
ゃないっすか我が軍は！といラ 
わけで、めでたく湿隙。「雜誌な最 
強ブリー.ダー」の称号をグットし 
でぎました。ガノ\ノ\。次号はいい 

気になつで、攻略開始。深りIさんI 
から聞いた、秘密情報ち紹むしち 
やいます。Sラ御期待。 
.開齒 
ち発か 

卜綠 

塞奎奪隱脯藥遠‘r:け逛 

郵巧切手500円分を同封し、克谭事 
項明記の上応募のこと。詳しくは、 
次号掲載の広告か、ホームページ 
rhttp://www.nehe-et旨r.jp/」参 
照のこと。 

fSEVENTHCROSSJlを愛がるなちゃんがをに国 

隱诚細 
《fF.l.Dj辭回大会への参加は、ITF.I.DJ入手後、ホームページにキャラクタを登録されるだけでOKです。ちなみに中量級離力値の合計か'3500む下)、無差別級 
の2部門。詳しくはホームぺージまで。 

.DJプレゼントでずよ！ 
[SEVENTH CROSS』で育てた巧愛し、| 

ネットデビューさせる曰がをI 
ついでに大会（下記参照）でI 

.、わせれば、片思いなアイツもI 
【ロメロ。今がチヤンスでずよ！ 



を回のダス1- 

為表さあのタイトルのその後は？ 1 •『GODZILLA GENERATIONJ 1 

賺期つた巧瓶IP 
狀縱磯!潮だった 
ドU—ムキャスト本体と同時発売 

され、ゴジラフアンを暗6せたセガ 
の『GODZILLA GENERATIONJ 

(政下[ゴジラ])。今回は開発を担当 
したゼネラル*エンタテイメントの 
塚本昌信氏にお話をラかびった。 

DCな6ではの要素を 
でをる限り盛り込んだ 
最初の段階からDC本体との同時 

発売を前提にしていたrゴジラj。そ 
のため、開発にあたってはDCとい 
ラ八ードの魅力をユーヴーにわかっ 
てを6えるよラなゲームにしたいと 
いラ思いがあったといラ。 

「そをそち、あんな感じでリアルに 
街を破壊するとい5ことをDCでな 
いと実現でをなかったんですび、そ 
のほかにをビジュアルメモUへの対 
応だとか4人が戦だとかいった、DC 

ならではの要素は可能な限りすべて 
盛0込んでいます。そ5いラ意味で 
はバラエティ感に富んだソフトにな 
ったと思います」。 
数え上げればキUがないが、DC 

で実写映像を使ったのちrゴジラJ 
び最初な5、ビジュアルメモUへの 
ダウン□ー ドサービスを『ゴジラJ 

び最初だ。そのほか、さ〇げな<ぷ 

〇アンケートハガキにはすベて目を通 
すという塚本さん（写真はちょっとお 
茶目だけど…） 

るぷるぱっくやレーシング•コント 
□ーラにまで対応している。『ゴジ 
ラJで初めてDCならではの要素を 

したユープーを多かったノ、ズだ。 
めての八ードで同時発売タイト 

ル、しかをそれだけの要素をつめ込 
んだといラことで開発の苦労を多か 
ったと想像されるのだび…。 

「DCはすごい作りやすかったで 
す。いろんな意味で。セガさんにを 
サポートしていたださましたし。 
あと、ラちの場をはrペンペント 

ライアイス□ンJを同時に開発して 
し、たんですが、"向こラが進んだらこ 
っちを負け5れなし、"といラことで、 
ある意味でライバル意識げあって、 
それびいい刺激になりましたね。 
で、マスターアップってrペンぺ 

ンJを『ゴジラ』お同じ曰だったん 
ですび、rゴジラJの方び吕時間だけ 
早かったんです。[ゴジラ』チームが 
"おめでとラ。終わった"って巧手し 
ている隣で、rペンペンjチームび 
"くそ、負けた"って言っている膜)。 
しかをそれが明け方の4時なんです。 
今回は終わったといラ充実感びす 

ご<ありましたね。いろんな要素を 
盛0込んで八ードルはとてち高かっ 
たんですけど、それをみんなの力で 
良くやったと思います」。 

たとえをく巧けても 
ホンモノのゴジラとは違5 

では、肝むのユーヴーの反響はど 
ラだったのだろラか。 

「東宝ゴジラを忠実に再現している 
といラことで、フアンのちには特に 
好評でしたね。ただ、正直ゲーム性 
が単調といラのと、怪獣の動さが總 
慢であるといラ2点については不満 
を抱かれた方も多かったみたいです。 
まあ、動さの緩慢なキャラに巧し 

てはある程度のストレスはあるかを 

しれませんび、その分逆にスピード 
の速いUSAゴジラをいるわけで、全 
体として見机ま"ノ（ランスは取れてい 
るのではないかと思います。 
ただし、最初の段階ではスピード 

のあるキャラは使えないので、その 
点はもっと簡単にUSAゴジラび使え 
るよラにしたほラび良かったかな、 
とい5のはあ0ます。 
まあ、ゴジラのスピードに関して 

は、速く歩かせよラと思った5いく 
らでを速くでさるんですけど、やっ 
ぱりゴジラはそんなんじゃないとい 
ラのびあって、ああいラ感じになっ 
ています」。 
何よりをまずゴジラファンに満足 
してを5ラことを怠頭に、よりリア 
ルに制作された『ゴジラ』。 
そのこだねDよラは、たとえばゴ 
ジラびどれ< らいのペースで街並を 
破壊ずるか、東宝と徹底的なS—テ 
ィングを重ねたといラ事実か5わお 
のずと明!5かだろラ。 

「たとえば、ゴジラげ新宿の街並を 
壊すのにどれく 6い時間びかかるの 
かといラ想定は、映画のちでちキチ 
ンとされていて、ゲームでちその辺 
はしっかり再現しています。1ステ 
ージの制限時間び12分とか半端な 
数字び多いんですび、実は深い意昧 
びあるんです」。 
要望のをかったプレイヤー視点を 
あえて入れなかったのを、視点変更 
をすることでゴジラがカツコ良く見 
えな<なってしまラのを避けてのを 
のだ。ゲームでは端々に現れるそん 

〇家族2世代で楽しめる[ゴジラJ。未 
体験の人は今だけ名作1990円のこの機 
会に楽しんでみては？ 

DCでのノウバウをまかし 
さまでになかったゲームを！ 
さて、最後にフアンな6気になる 

続編の可能性について聞いてみた。 
「今年の年末口ま劇場版のゴジラも 

復活することですし、ぜひとをやっ 
てみたいですね。で、ちし続編び実 
現するとしたら、今度は動かしてい 
るんじゃなくて、本当に生をている 
よラなゴジラの動きを再現してみた 
いですね。 
次回作はをラかしした6みなさん 
にお知らせでさると思いますが、ラ 
ちはDCに関しては間違いなくほか 
のどのソフトメーカーよりをノウ八 
ウは溜まっている八ズなので、その 
蓄積を生かしつつ、既存のゲームを 
凌駕するよラなちのを作ってみたい 
と思います。DC立ち上げ時に2タイ 
トルを発表した意地とプライドに懸 
けて煤)。 
次回作はみなさんにあっと驚いて 

を5えるよ5なゲームをお見せでさ 
なこだわりぶ0を堪能してほしし、。 ると思いますよ」。 

麵ロジラ2000ミにアムjホ-ムぺ-ジ紹な 
塚本さんち触れていたよラに、年末 
にゴジラは復活する。タイトルは「ゴ 
ジラ2000ミレニアムが rゴジラJの 
続編をわ待ちにずるフアンのために、 
ここではそのホームページを紹介する。 
ゲームの続編が出た5このゴジラでを 
遊べるかを？ホームページを見なが 
ら12月の劇場公開を首を長くして待 
っていよ5。 
http://www.godzilla.co.jp/ 

52 
©SEGA/TOHO 



wmmsi 



iTmpr vement Pr !ct 
ホームページ閲覧等の機能を備 び、ネットをディープに楽しむに 

えた『ドU—ムパスポート』。DC は機能不足を否めなかった。前作 
にセットするだけでインターネッ の不満点を解消した『ドU—ムパ 
卜び楽しめる手軽さに驚かされた スポート2』びこの夏、登場する。 

•巧ブラウザでネット臟强備する 

ここが新しくなつた！ rドリ—ムパスポ—卜2Jの3大巧S 
〇ゲームやアニメーシヨン等の、動さのあるホームページび閲覧可能 
〇ホームページ閲覧時、ページ上の音声を再生することびでさる 
OEメールに音声-画像データやゲームのセーブデータを添付でさる 

Eメール機能に特化。他ソフトとの連係も可能 
まず、最初に強く感じられるの 

はr見やすさ」r使いやすさ」に重 
点をおいて作られていること。た 
とえば、メールに関しては、前作 
では画面下部にコマンド表示され 
るほかに、LR卜Uガーで呼び出す 

では、すべてLRトリガーに割り当 
て6れる。使い分けの面倒びなく 
なるだけでなく、すっきりした画 
面レイアウトになるのだ。また、 
受信したメールを読むにはち向ボ 
タンで任意のメールを選択、後は 

必要があった。それび今回の『2』 Aボタンを押ずだけでいい。 

ダ-ムデ-夕を鑛信可能 

追加されたメール機能の中で画 
期的なのは、ビジュアルメモUに 
セーブしたゲームデータや画傲デ 
一夕を、メールの添付ファイルと 
して送受信できること。をちろん、 

つドちびマ' 

介章通さア吉ミ 

る成教るい力 
モーえ。らイ 

Iのてイず^、 
ドほくンのダ 
やかれ夕音ン 

mm 

セーブデータを添付する際は、デ 
一夕名や容量（ブ□ック数）も確 
認できるので、送信ずるファイル 
を間違えるなんてことわ起こらな 
いだろラ。また、六ール受信画面 
では、添付ファイルの有無ちアイ 
コンで見やすく表示される。 

3種類のソフトキーボード^ 

コント□ーラを使ラソフトキー 
ボードで文字を打ち込むのはけっ 
こう大変だ。前作では1種類しか 
装備されなかったソフトキーボー 
ドだび、今回はJIS配列タイプと 
前作の改良版を加えて、3種類に 
増无ている。パソコンやワープ□ 
ユーヴーは慣れ親しんだ配列を選 
ぶことびでさるよラになD、入力 
環境を改善されたといえるだろラ。 

r#gmsffls 

隱 ，々一い(V)/ 
赢ん激?- 

了が‘1^3が品おをじ^-イ个|11削11 四西团 
囚田因曰囚巧巧囚囚囚巧囚囚囚因 
囚呂B因B巧囚囚田回囚回因61^ 
回田巧巧百巧巧巧巧因B田田BB 

百B因 ,1たIち1つIてIとか1ゆIよrr 1。|;ドい 
りお/苗お i7iud r&ra 

"無償"の配な方法は3通り 
さて、気になるrドU—ムパス 

ポート2Jの配布時期だび、8月己 
曰より無料で行われる予定だ。配 
巧ち法は、次の3通り。 
まず、DC購入者で、8月4曰ま 

でに本パスワード登録したユーヴ 
-(既登録者含む）には、順次登 
録住所に郵送される。また、7月 
8曰〜8月4曰の間にユーヴー登録 
してあれば、本パスワード登録び 
終了していなくてち郵送の対象に 
なる。 

次に、ユーザー登録していない 
場合は、DC本体に同栖されてい 

る『ドリームパスポートJ施作） 
を、DC取扱店舗まで持参すれば、 
『ドU-ムパスポート2』と交換で 
きる。交換可能期間は、8月已曰 
〜8月31曰まで。なお、8月31 

曰政降は、ドリームキャストダイ 

レクトで受け付けするび、発送費 
用等の実費び発をする。また、8 

月已曰！;^降にDCを購入する場合 

は、購入時に店頭にて入手でをる。 

ドリームパスポート2煤能一質 

•ペアレンタルコント□ール機能による有害サイトの排除 

•音声.画像データのEメール添付が可能.DreamFlyerの受信機能搭載 

-ビジュアルメモリのセーブデータの送受信 

-動画の閲覧が可能-Javascript対応-ムービーデータ対応-MIDI、WAVE巧広 

ドリームパスポート2お巧方法 

〇配布時期8月5曰より開始 

〇配布ち法 
-ユーザー登録者に無料配達- 8月己曰降、DC本体購入時に店頭で入手 
•がユーザー登録者にはショップ店頭でげリームパスポート』と交換 
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ネツトライフ向上計画 

セガのち料ネットゲームサービスを満おする 
ネットワークゲームといえば、 

現在、『セガラリー2』1本のみび 
気を化いているび、よラや<、新 
しい通信対応ゲームび登場する。 

今回紹介するネットワークゲーム 
サービスは、有料課金制となる。 

仮想通賀による今までにない課金 
システムび導入される予定だ。 

第1弾は『プ□野球チ-ムをつくろう！』卜-ナメント大会 
既報の育成シSュレーシヨン 

『プ□野球チームをつくろラ！』の 
有料ネットワークサービスびソフ 

卜発売曰の8月己曰から、毎週開 
始される。プレイヤーは、通常の 
ゲームプレイで育成したチームデ 
一夕をネットワークを使って送信 
するだけで、セガの専用サーバ上 
で開催されるI-ーナ;><ント大含に 
自動的に参加でさる。 
ユーザーび設定するチームデー 

夕は、[チームの守備位置][スター 
ティングメンバー][控えメンバ 

参加料金は1大会已0円 

大会エントU—に必要な参加料 
金（1大会につき日〇円）は大会ク 
ーポン券を購入する形で支払ラ。 
初回エントリー時のみクーポン券 

一][先発][中継ぎ][抑えの投手配 
圍[先発□-テーシヨン]。 
じ(上のデータを送信すると、ヴ 

ーノ（側びエントU—されたチーム 
データを基にトーナメント戦を組 
んで、自動的に全試合をこなして 
結果のみびホームページ上に掲示 
される仕組みだ。サーバには専用 
掲示板を設置されるので、ユーザ 
一の交流の場として活用でさる。 
また、^ールでチームデータを 

送信し合ラことでユーヴー同±で 
通信対戦することわ可能だ。 

び無料サービスされるので気軽に 
参加でさる。また、専用ホームぺ 
ージや大舍結果の閲覧、掲示板は 
無料で利用可能。なお、クーポン 
券を購入ずるには、仮想通貨「ド 
リム(仮称)」が必要だ。 

有料サービスは今秋か5続々登場！ 
現在、セガの有料サービスとし 

て『やきゅつく』の次にラインナ 
ップに挙げ5れているのはrju 

ーグプ□サッカークラブをつ< 

ろラ！』トーナメント大含と、『あ 
つまれ！ぐるぐる温泉』通信対戦 

〇卜ーナメント開催時期は、ソフト 
発売と同時の9月を予定 

の2つ。ソフト発売と同時にヴー 
ビスも開始される見込みだ。 
なお、『サカつくJの大舍は、 

『やきゆつく』同様、エントU—参 
加にはクーポン券を購入すること 
び必要となる。 

〇麻雀等をチヤツトでおしゃべりし 
ながら通信が戦。発売は秋を予を 

仮想通貨rドリム（仮抑)Jをな行 
rやきゆつくJ、rサカつくJの卜一 

ナメント大含に参力日するには、前述 
のとおり、クーポン券を購入するこ 
とび必要だ。クーポン券は1枚日0円 
だび、5枚綴りで1たットになって 
いるため、購入単位は250円となる。 
このクーポン券を入まするには専巧 
の通貨を巧意しなければならない。 
それび仮想通貨rドリムJだ。 
ます、ドリムの入まち法だが、ド 

リームパスポートで課金ぺージに接 
続しで、Web Money力ード、また 
はクレジットカードの情報を入力す 
ることで購入することか‘できる。 
次に、各グームソフトからネット 
ワークに接続することで、専巧コン 
テンツの購入メニユーに入ることび 
できる。ここでドリムをま払ラこと 
でクーポン券を購入、爸サービスを 
受けることろ< できるのだ。 

インターネット利巧者ながには百 
慣れなし、Web Money力ードについ 
で説明しよラ。一□でいラと、Web 
Money力ードとはプリペイドカー 
ド方式のル額決済巧電子 7 ネー。 ク 
レジットカードと違い限度額か’倚い 

ため、12キユリティーの点で手軽に 
利巧でさる。オンラインシヨッピン 
グの決済に使われ、2000円分と 
日000円分の2種類の力ードびある。 

〇裏面に隠された番号をサイトで 
入力することで買し 

WebMoneyカード取扱店 

パートナーショップ（ドU—ムキヤスト取扱店)、サンクス、 
ラオックスコンピュータ館、Sofmap、他有名ショップ 

(99年7月現狙 

WebMoney力ード•ホームぺ―ジURL 

http://www.webmoney.ne.jp/index-j.html 
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^記号の入力方法I 

ソフトキーボードち同様だび、 
キーの数に限0びおるため、当然、 
文字キーを巧して入力でさるキ~ 

を限られている。『ドリームパスポ 
—卜』では、「さごラ」と入力して 
変換すると、89個に及ぶ記号を 
表示させることびできる。 

議画i!2度 
!ん由こ己己Sの本Kひら*!れないC乐いが 
離戚半，。。，■。で化，，刺， aぶん、モれでぉ2まろなぃょ59*をし3：すヴ0 

(全角英字の入力方法> 

外付けキーボードで全角英字を 
入力するには、□ーマ字入カモー 
ドにして、 [Shift]キーを押しなび 
5巧字キーを1回巧すごとに 
[Enter]キーを押して確定させて 
いく。この場合は、ソフトキーボ 
ードの方び入力しやすい。 

!'弓 
n 

力 

〇オリジナルのキー。手前に位置し. 
巧しやすい 

特殊キー"S1• S2" 

専用キーボード独自のに1]に 
2]キー。実は[S1]キーはL卜U力" 

—メニュー表示、に2]キーはR卜 
Uガーメニュー表示のコマンドキ 
-なのだ。1回押すとメニューび 
出現、をラ1回押ずと消すことび 
できる。なお、に2]キーのち隣に 
に3]キーびあるび、現在は使われ 
てし、なし、。 

たガB己Sでは、揭示板書ぎ&みの 
際、23できめで[Enter]キーを巧し 
で強制改巧を入れでいくと、書さ这 
みを見るとき、1巧のす詰めびきれ 
いにそろって表示される。読みやず 
いレイアウトを胞びければ、読んで 
ぐれる人や、返信のメッtージち増 
えるだろラ。 

URL等の入力に便利 

キーボード最上段の[F](フアン 
クシヨン）キーには、URLの入力 
に硬利な英字等び初期設定されて 
いる。さらにオプションで、[鬥キ 
一に最大24文字まで任意の又 
字-数字等を登録でさるので、入 
力効率を高めることびでさる。 

Pauseの割り当て機能 

文字入力の隙、が付けキーボー 
ドを使っていても、画面中にソフ 
トキーボードび表示されてしまラ。 
画面を覆い隠すソフトキーボード 
を消すには[Pause]キーを押せば 
しん、。これは、rドU—ムパスポー 
卜』での仕様だ。 

キーボードキー操作方法（ホームぺージ閲覧、メールの場さ) 

6月18曰なけでDCネットワーク 
利巧規約が更新された。たガによれ 
ばrrドリーム/くスポート2Jのリリ 
-スを機に、新しいサービスび開始 
されます。新サービス（ペアレンタ 
ルコント□ール機能、クレジットカ 
ード課を等）に関するお約束事を、 
新たに追加させで頂きましたJとの 
こと。また、他に通信巧戦時のネチ 
かV卜の強調等び読み取れる。 〇じつくり読んでおく化要がある 

行末へ力ーソル移動 全角/半角のモード切〇曽え 
行頭へカーソル移動 

—トリガー メニューの表示 
Rトリガーメニューの表示. 
ソフトキーボードの表示オフ 

かな/力了/Aかな/A力で一罹定 
かな/カナ/Rかな一漢ぞを巧 
英太/势トーかな PageDown! F 方间に乂 yn—ル 
巧大/巧ル-かな/円かな 上方向にスクn—ル 

こでは 
--0?ド入力をI 
(DI意外なテ 

■Im^ 

ではイシターネットでを用ずる文字入力やコマブ1 
ド入力を中むに、隙れ巧ともいラべき、盲点をついた 

— クニックの数々を紹なしよラ。 

mpr vement pro ect 
インターネットの世界は、言葉 
によるコミュニケーションの場。 

大量の文字を素早く入力しよラと 
思えば、コント□ーラではなんと 
をむ細い。外付け専用キーボード 
び必須と断言しよラ。 

キーボードの種類としてはJIS 

配列キーボードといラ、ちっとち 
ポピュラーな配列を採用しなびら、 
ディテールではDC専用の仕様び 
ある9このキーボードの使い方に 
スポットを当ててみたい。 

メール、ホームページ閲覧での機能 
現状のrドU—ムパスポート』 

を使ラ場合と限定するが、文字キ 
一し:のキーの中に、特殊なコマ 
ンドび割り当てられている場合び 

ある。つまり、J旧配列華拠のキ 
ートップと機能び異なるケースび 
あるのだ。その代表的な例をいく 
つか紹介しよう。 

ットワーク利用規約び更新 

掲示板には23文字で書を込をラ 

孩キ■入力の甜ri業を孰口ける 

テクニックを醒く i 

〇たとえば「きごう」を 
換で「夕」を入力 

〇他に長での場合は空白 
の1巧を作って段落蜜え 

をするとよい 
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ネットライフ向上計画 

ネット接続中は、方ールを書し、 
ている間を電話料金は発生する。 
操作メニューを呼び出して、いっ 
たん回線を切ってしまおう。メー 
ルを書さ終えてから再接続して送 
信すればいい。ホームページ閲覧 
時を同様に、ページび表示された 
5回線切断後に読むといい。 

¥クその2画像をビデオに録画、保をする 

lESSSSRHHHHHHH 

テクその6『セガラリー2』でのキーボード操作巧去 
『セガラU —2』を通信対戦で楽ーボードを使う際、ショートカッ 

しむとをは、ユーザーとチャット トび設定されている。『セガラ1」一 
をして意思の疎通をはかる。この 2』オリジナルの設定なので、『ド 
とさ、素早い入力びできるよラに、 リームパスポート』や他のゲーム 
外付け用のドU—ムキャスト•キ ではでさない。 

キーボード操作方法（セガラリーの場合） 
[カタカで•ひ6びな円かな^円カナ，Rカナ—Rかな 
脚れWろタカ了'ひらが巧かな—カナ，カナーかな 

巧大/巧か一かな/カナ/Rかな/Rカナ 

行頭へカーソル移動, 
行末へカーソル移動 
上ち巧にスク□ール 

Page Down] 下ち向にスク□—ル Caps Lock]+[F1] in 

CapsL(Xk]+[F3]分 
Caps Lock]+[F4]抄 c]+[F4]; 

叫F日]i 
誰か対戦しませんか？ CapsLock]+[F6]昼 

Caps Lock]+[F7]巧 
Caps Lock]+[F8]深夜  
Caps Lock]+[F9]都. 
CapsLockWFlO]道 
Caps Lock]+[F11]m 
Caps Lock]+[Fl2]| M 

『ドU—ムパスポートJでは、 
ビジュアル ><モリにセーブでさる 

のは受信したメールだけ。ホーム 
ページ上の文宇や画像などは保存 
することびでさない。どラしてち、 
残しておさたい画徹を見つけた5、 
ビデオテープに録画して保管しよ 
ラ。掲示板の□グの保存などにち 
使える方法だ。 

〇お気に入りの画像は、ビデオに録 
画してしまえばしん、 

テクその3 Fキーに好みのURLを設定する 
前述したよラに12個の[円キ 
一には特定の文字び割り当てられ 
ているび、オフシヨン設定の「F 

キー登録」で登録文字を変更する 
ことびでさる。ここに何を登録す 
るかで、使い勝手び大さ<違って 
くるだろラ。たとえば、見る頻度 
の高いホームページのURLは「し 
おり」に登録しておける。これを 

[鬥キーに設定してしまえば、 
「ジャンプ」の入力画面でワンボタ 
ンで入力を終了ずることびでさる。 
いちいち「しおり」のメニューを 
呼び出し、URL-賣か5選び出ず 
などといラ手間をかけずにずむ。 
また、ひんぱんに;ール交換をす 
るメールフレンドのアドレスを設 
定しておくといラ手もある。 

テクその4コント□-ラ感入カテクニック 
とかくネットサーフィン中は、 

すぐに見たいホームページにアク 
セスでをないといらつくちの。こ 
んなときに役に立つテクニックだ。 

「戻る」「進む」のコマンド入力に 
は、まずR卜Uガーで操作ゾニュ 
一を呼び出さなければな5ない。 
だび、コント□ーラのXボタン+ 

方向キー左の同時押しで「戻る」、 
Xボタン+方向キーちの同時押し 

で「進む」のショートカット操作 
び簡単にでさる。 
また、「ジャンプ」のウインドウ 

表示中に、ち向キーの左ちを押す 
ことで過去に飛んだホームページ 
のURLの履歴を表示させることが 
でさる。任意のホームページにわ 
ラー度、すぐにアクセスすること 
びでさるので、簡単かつ便利なテ 
クニックだ。 

ここでは、知っていると意外と 
便利なル技の数々を紹介しよラ。 
ネットサーフィンや、メール、ネ 
ットワークゲームを楽しむラえで 
役立つユニークなアイデアや情報 

を集めてみた。いわば、ネットの 
達人養成のアイデア集だ。ただし、 
これらのテクニックの大半は、『ド 
U—ムパスポートJを対象にして 
いることをお断0してお<。 

テクその1メールを書くときは回線を切断する 

パソコンのメールソフトには標 

華搭載のr署名」機能。自分の名前 
等をメールの最後に定型スを添无 
る機能だび、『ドリームパスポー 

テクその5 "署名"を作成、使いまわしする 

②自分あてのメールを受信 で署名作成 

便利なルまを7スターして、 

〇こまめに切断しよ-つ 

I 〇すぐに新着メールのチ 

圍 
I 〇署をだけのメIルを作 
成して自分あてに送信 
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驢]スト誦するi 
Iできることな5、なるべくお金をかけずに楽しみたしC 
「ちの。よりインターネットを幅広<楽しめる無料ヴーI 
^ビスと、通話料金の節約方法についてまとめてみた。_ 

llmprnvement Project 無料サービスを活用する 
インターネットのホームページ 

の中には、無料サービスを提供す 
るページを数多い。ここでは、 
DCでち利用でさる無料サービス 
の代表として、ホームページ制作 
と、メールマガジン配信のヴービ 

スを紹介しよラ。ホームページ作 
りで個性をアピールしたり、メー 
ルマガジンで趣味や社含の知識を 
深めるのを、インターネットなら 
ではの楽しさだし、便利なところ 
といえるだろラ。 

お金をかけずにホームページを作る 
無料ホームページサービスのヴ 

イトにアクセスしたら、まず、ホ 
用規約をよく読むこと。そのラえ 
で自分の作りたいコンテンツと合 
致ずるか確認することび必要だ。 
サービス内容によっては、制作で 
さるホームページの容量び少なか 
ったり、利用ち制限びあるなど、 
制約をさまざまなので、サービス 
内容をよく調べよラ。 

パスワードでデータを管理 

無料サービスに登録すると、認 
証番号としてのやパスワードび発 
行される。これびないと、ホーム 
ページの更新びでさな<なるので、 
大切に保管しよラ。また、ホーム 
ぺージはhtml言語と呼ばれるテキ 
ストファイルで出来ている。DC 

でhtml言語を記述するには、ホー 
ムページ上で表示させる文章と、 
それを修飾や加工するための命令 

まが:がa化 

ホ驅斯離離絲g 
ヘルフ を<のツールや度巧のほんの一巧です 

:茲i晶巧滿經绩解! 

〇無ホ斗ホームぺージサービスの老舗、 
ジオシティーズのトップページ 

文をテキスト形式で入力していく。 
専門の知識びホめ5れる作業だ。 

^ I 
JR转ま巧 サイス 

ファイルち (JST) り\イト） 
index.htnl 骑05/27 21:02 1261 

*|jコピ-I 'm\つyイ技I 
HTML つ y イ巧r MHTM し： 

<H»ヴフテイレクトリffgl 

HTMLエティタI 

〇作りかけのホームぺージの状況が 
作業しやすいように整埋されている 

無料ホームぺージー覽 

フu—テイングシアター 

ゲイトシテイー-ネット 
ムをヴービスしている 

http://www.geocities.co.jp/ 

http://www.cool.ne.jp/ 

http://www.millto.net/ 

無料メールマガジンで知識を蓄える 
メーJレ形式で配信されるインタ 

ーネット上の情報誌をメールマガ 
ジンと呼ぶ。配信回数は様々で毎 
曰配信されるちのちあれば、なか 
には月刊ペースといラちのをある。 
発行部数を多いちのでは1日万部 
を超える人気を誇るものをあるほ 
ど。基本的にはテキストファイル 
のメールび主だび、添付ファイル 
を用意するメールマガジンちある。 
ジャンルは多岐にねた0、ニュー 
スや天気予報など一般に求められ 
る情報から、スポーツやゲームま 
で広び0を見せている。だれでち 
必ず、自分の興味のあるテーマび 
見つかるはずだ。 

無料メールマガジンー賣 

メールマガジンの購読希望者は、 
メールマガジンのカテゴU—の中 
か5好みのテーマを選んで、自分 
の六ールアドレスを入力するだけ。 
発行のたびにメールマガジンび配 
送されるぞ。 

〇読みたいテーマのメールマガジン 
を選ぼう。ま期酉礎してくれる 

メールマガジン 特長 URL 

まぐまぐ 1 インターネットの本屋さんと 呼ばれ、カテゴIJ一が豊富 http://mag2.com/ 

Macky ! ヴイト上で試し読みをして気 
に入ったら定期購読する http://macky.nifty.ne.jp/ 

クUックインカム 広告巧さメールマガジンを配 
信。発行者に収入び入る iTttiDy/clickincome.net/ 

ココデ■メール ，メーリンクリストを運営、绪 
1行ずることもできる http://mail.cocode.ne.jp/ 

お谷の街でネットワークを無料は験しよう 

Ohtml言語の記述。DCでもテキス 
卜の加工くらし、なら可自目だ 

ちる6百％曰に才ーブンした然谷 
GIGO (ギーゴ）巧にDC無料体験 
コーナー「Dream on !」び一画を 
占めでいる。DCのアンテナショップ 
と題するこのコーナーでは、15台の 
DCび設置され、話題のグームび無 
料でブレイできる。ラち9台はネッ 
トワークか’体験でぎ、営業時間巧は 
常時、ネットワークじ接続しでいる 
のがウリだ。また、オーブンより3 
力月間の毎週±■曰曙にはドリーム 
メイツと呼ばれるオフィシャルガー 
ルび、入揚畜にわかりやすく説明し 
でくれるぞ。グームじ熱中しでち大 

な夫。DC関連商品販売コーナーち 
あるので、気に入つたグームはその 
揚で買ラことだつででさる。 

ODCのイメージカラー、オレンジ 
を基調とした明るし侣內だ 

http://www.freepage.total.co.jp/ 

http://www.gatecity.net/ 

〇設置ソフトセガラU—2/ソニックアドベンチヤー/ダイナ 
マイト刑き2/バーチヤファイター3比/ペンペントライアイス 
□ン/ドリームパスポート （99年7月現在） 
〇連結先電話03-5458-2201 
〇所在地東京都渋谷区道玄坂2T目目番地1目号 
〇営業時間10:日日〜22 :日日（年中無休） 
〇アクセスち法JR渋谷駅か5徒歩5分 
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ネツトライフ向上計画 

電酷なのトビスをが用して、觸料をを抑える 
既報のとおり、セガ-プ□バイ 
ダの接続利用料金については、現 
をち無料サービス期間び延長され 
ている。DCによるインターネッ 
卜利用者にとって今、ちっとも気 
びかりなのび、電話含社にま拉ラ 

通話料金ではないだろラか。そこ 
で今回は、テレホーダイに代表さ 
れるNTTの各種ヴービスを比較す 
ることで、自分に合ったサービス 
を選ぶ指針としてほしい。なかに 
はサービス同±、併用でさる組み 

合わせちあるので、選択によって 
はかなり低料金に抑えることち可 
能ではないか。 
また、先頃、NTTび市内通話の 

定額料金制に巧して前向さな姿勢 
を示していることび報じ5れたび、 

これび現実のわのになればインタ 
ーネット利巧人□を大きく増加さ 
せる要因となることは想像に難く 
ない。そラなれば、DCユーヴー 
によるインターネット利用びよ0 

活発になるだろラ。 

( テレジョーズ ） C テレホータイ ） 
巧を !±曰-巧曰を中むにネットしたい人向け 対を 1 翔^時間巧に長時聞接続ずる人向け 
時間巧 !平日午を10時~翌朝8時、±曜•日曜•祝日はお日 時間巧 1 23時〜潮8時 
区域 !市内■市が 区域 ； 巿巧‘ の番号(2つまで） 
が用可能サービス iなし 併用可能サービス 1 Iリア乃ス、タイム乃ス、テレチョイス、テレワイズのどれかじ 
註細内容 詳細内容 

•テレジヨーズ2000 (月額料金17已〇円） ■テレホーダイ1800 
割引時間帯の通話び、定額通話料で2日00円分まで可能。 
さらに2000円を超え3000円までの通話料び1日％引をになる。 

•テレジヨース3000 (月額料金2600円） 
割引時間の通話が、定額通話料で3日00円分まで巧能。 
また3000円を超えて日000円までの通話料金が1已％弓Iをになる。 

•テレジヨース5000 (月額料金4300円） 
割弓I時間帯の通話び、定額通話料で巳000円分まで可能。 
己000円を超えて8000円までの通話料金び1巳％弓Iきになる。 

•テレジヨーズ8000 C月額料金68己日円） 
割弓I時間帯の通話が、定額通話料で8日00円分まで可能。 
8000円を超える分は15%引をになる（無制限)。 

ェUアプラス 
巧* プ□バイダのアクセスポイントがBffiE域にちる人向け 
時間帯 1 お曰 
区域 ！ 隣接- 20kmまでの区域 
併用可能サービス： テレチヨイス、テレホーダイ、テレワイスのどれか1つ 
詳細巧容 

タイムプラス 

市巧の電話番号吕つに巧して、23時から翌朝8時の通話料金たり力月1800円になる。 
•テレホーダイ3目日日 
隣接する巿がの電話番号2つに巧して、23時から翌朝8時の通話料金び1力月3目0日円になる。 

テレチヨイス 
巧を プ□バイダのアクセスボイントが市がにある人向け 
時間帯 終曰 
区域 還んだ巿列局まのお話番号 
併用可能サービス エリアプラス、タイムプラス、テレホーダイのどれか1つ 
詳細内容 

•テレチヨイス10 
1力月の定額料金100円で、選んだ市が局番のつまで）への通話料金が10跑引きになる。 

•テレチヨイス1己 
1力月の定額料金20日円で、選んだ市が局番（己つまで）への通話料金び15跑引さになる。 

-テレチヨイス30 
1力月の定額料金100円で、還んだ市が局番1力所への通話料金び30%引きになる。 

解説 — 
巿夕f局番への通話料金を1力巧み合計し、請求のときじ割り引きする料をシステム。 

テレワイズ 

巧® ユーザーを選ばないサービス 
時間帯_ 終日 __ 

区巧 I 市巧 
1并用可能サービステレチヨイス、テレホーダイ、テレワイズのどれか1つ 
詳細内容 

プ□バイダのアクセスポイントび市がにある人向け 
終曰—一—…………一……'__ 

ニエリアう弓文r多イ玄うラス、—テ—レホー女イのどれ-か1つ 
詳細巧容 

•テレワイズ ィズ10 
1力月の定額料を己己0円で、市が通話料金が10%の割引になる。 

•テレワイス1已 
1力月の定額料金1已已〇円で、市が通話料金び1已％の割引になる。 

1力巧の利用が、る常の通話料金に比べて得にならなかった場合でも、を巧料•通話料の減 



メガドライA-の！!を齡ぶるカルトなネタ 
めがずてい一るえんぱいあ 
http://www.asahi-net.or.jp/~fa2k-smz/inclex.htm 

18禁メガドラ巧ソフトや、マルチ 
メガ-NOMADといった機器類の紹 
巧は当たり前。MEGA-CD専巧レ 
ンズクリーナーの効果、メガアダプ 
夕（メガドライブと忆ガ7—ク川の 
接続機器）か‘他の八ードにどこまで 
接続でぎるかなど、どラでちいいけ 
ど興がある事柄を取り上げるのがラ 
まい。メガドライブの知識を有する 
ことが前提だび、それに見合ったお 
もしろさは保証できるメ刀ドライパ 

使用ソ. 
ドU—ムパスボ- 
WebTV 

’フトI画像対応Iその他 

ス叫苦i : 

チェック頂目 
更新頻度 
アクセス快適度 
画面の見やすさ 
情報の貴重性 
情報の信頼度 

ポイント， 
★★かた 
女★な☆ 

★★★★ 

し-……’’Iし…し—’…^]じ——…] 

g与ガサターン最巧の裏なヴイト！ 
Kしののんのぺえじ 
1 http://www.din.or.jp/~ashinoda/index.html 

しののんのぺえじ内にある！■它 
ガサターン裏技集」から辿つでい 
ける雲技サイト。545タイトルに 
及/京它ガサターン、DCの裏技びギ 
ッシリと詰め込まれでいる。DCの 
裏技検索びやりにくいことと、裏 
技ダウン□—ドび停止されでいる 
のは残急だが、裏技失敗の揚含の 
メールを受けなけるなど、サポー 
卜体制をとつでいるのは贷。サタ 
—ンソフトの裏技を探すなら、ま 
すここを押さえでおけば事足りる。 

使用ソフト 
ドリームKスポート 
WebTV 

その他 

チェック項目 
更新頻度 
アクセス快適度 
画面の見やずさ 
情報の責重性 
情報の信頼度 

ポイント 

★★★な 
★★女☆ 
★★★★ 

L雀。一部で出まわっていた 卜もちちろんある を選巧して… れて終了となる 

班畐の名作『スタ-ク1IHH湖:ノがイズ発見！ 
SITE URDcat 
http://www.d日.iij4u.or.Jp/ yosi/ 

2D演出を盛の時巧に、当時とし 
では珍しかつた3 Dポリによる 
表現を導入。コアユーザー層を中似 
じ去持を到:K発表から約10年を経 
た今ちなお、根強い固定ファンを持 

つ[スタークルーザーJ。このサイト 
は、そんな同シリーズのメガドライ 
ブ版とPC-9801版のグームデザイ 
ン、プ□グラム、シナリオ等をでび 
けたURDcat巧び運営するサイト。 
特筆すべきは巧わ<執筆したrスタ 

ークルーザーJのル説び握載されで 
いるところ。第3幕、累計44揚まで 
続いでいるこのル説はメガドライブ 
版とPC-9801版のシナU才をベー 
スとしでおり、 今ちなお違行中。グ 

〇『スタークルーザー』コーナーのホー 
ムぺージ。ファンの人なら、バックの給 
を見てピンとくるだろう 

ームをプレイしたことのある人にと 
つでは、懐かしいち前ちチラホラ出 
でくるだろラ。 
また、フアンか’集ラ「スタークル 

—ザー己BSJや一般から奇せられた 
同たに関するイラスト、ムービー等 
を集めた「Readers Gallery」ち 
設置。リンク切れびあるため、現な 
掲載されでいる頃目全でを楽しめる 
わけではないことと、更新びしばら 
くなされでいない部分は7イナス要 
素だか’、フアン垂诞のの容であるこ 
とは間違いない。 

〇収録されてし、る小説の一部。「ゲ 
—ム内容の再現でなく、リメイクと 
してi売んでもらうとわかりやすい」 
とはURDcat氏の弁 

使用ソフトI画像対応Iその他 
ドU—ムパスポート 
WebTV _ 

厂一に…一ご、]PI項刹願原^ 

Q 
~チェック項目 ポイント 
更新頻度 ★☆地☆ 
アクセス快適度 ★★★☆ 
画面の見やずさ ★★な☆ 
情報の責重性 ★女★★ 
情報の信頼度 一 

ま①：サイトのポイント部かよ、項目ごとにi•リ下の点に注意してポイントをつけています。 
参更新頻度…サイトの更新をどれくらし、の間隔でしているか？また、更新内容のボリユームはどれくらいか？参アクセス快適度…あまり意ホのない画まばかりでアクセス時間が多くな 
っていないか？（通信環境によるアクセス速度は巧まじしていません）参画面の見やすさ…情報がまとまって表示されているか、で字が見にくくなってし、ないか？參隋都の貴重性…そ 
のサイトでしか手に入らなしか？ ♦1^^^の信賴度"サイトに掲載されている情報をどこまで信賴できるか？（情報•な略メインのサイトのみ） 



DCのノXッドのみで制作したとい 
ラ気含いの入ったサイト。細かく 
レスを返す掲示板のサボートは©。 
しかし、日記とグーム系コラムは、 
漠然と独り言を書いでいる感び強 
いので、まだまだこれからといっ 
た内容。ひとめを惹き付けるには 
見せちや企画面で力不足か。 

16ビットアロ（運営者/aro-type) 
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Spacie/9039/ 

DCのパツドだけで制巧！ 

ル松屋吳眼店（運営ち/桜巧） 
http://www-aya-or.jp/—ohka/ 

ディープなセガフアンほど楽しめる 

サイト情報の巧稿でをいのが、運営者自身によ 
る紹介希望の青。そこで今号か5運営ち自薦によ 

1る投稿コーナー開設！巧稿情報は可能な限り掲 
j載しまず（社会的に問題のあるものは除く）。 

を索のゲ-ムだけでなく飄、アこんC日の臟0K! 

!人 Surfersparadise 
http://sp.cup.com/ 

這画、アニメ、CG、グーム、か 
説、MIDIなど、多岐にわたる分野を 
カパーしでいる。情報量は膨大だび、 
検索結果はみやすく一覧表示。サイ 
卜の特色び端的にねかるよラなレイ 
アウトになつでいる。グームに特化 
した検索を希望するなら、別館にグ 
—ム専門横索サイト旧P GameSit 
es (http://majesta.comp.ae.ke 
io.ac.jp/gamesites/)びあるの 
で、こちらを利用しでをいいだろラ。 
使用ソフトI画像対応Iその他 

ドリームパスポート 
WebTV I 

Mim iruani たおけ 
'-巧11処. 

〇検索直後の画面がコレ。検索結 
まの表示は早めだ 

〇 
チェック頂目 

更新頻度 
アクセス快適度 
画面の見やずさ 
情報の貴重性 
情報の信頼度 

ボイント 
★★★★ 
★★★☆ 

m I作『卜-ジサムが-ル』贴C拙るか？ 
'Toe Jams Earl PRODUCTIONS 
ittp://www.tjande.com/LaunchPad.html 

■92を3月にメガドライブで発売 
され、特異なキャラと3Sカルな動 
ぎで好評を博したI■トージャム&ア 
—ルJの開発元サイト。気になるの 
はサイト年•の「TJ&Eniね「Drea 
mcast???」。同作の続編びDCで発 
売されることじついでや、PS2との 
関係ち給めたQ&Aびある。 

使用ソフトI画像对応Iその他 
ドリームパスボート_〇_ 音声不可 
WebTV I 〇 I音を巧応 

I SSSrなか 

ル] の I 一-W 1W’ rl 
チェック項目 

更新頻度 
アクセス快適度 
画面の見やすご 
情報の貴重性 
情報の信頼度 

ポイント 

★女☆☆ 

★★★★ 

i 

1 

ド邸玉料巧部誦 

巧自情巧に力を乂れた情法巧サイト 
マツチヤランド（投稿ち/M.R) 
http://www.yorosiku.co.jp/macha/ 

[階のグーム情報ぺージJじでグー 
ム情報を発信。ソフト発売情報び中 
必だび、元ネタを8月記しでいるので 
信頼度びあるかどうか判別しやすい。 
独自情報を大栖にしでいるらしく、 

他の情報サイトの巧容転載は控えめ 
だ。これと巧極をなすのび「DCの 
ラわさのラねさ！」。確かに真実ちあ 
るび、信憑性のない話か’多いので怪 
しさ満載といったところか。 

使用ソフト 
ドリームパスボート 
WebTV 

チェック項目 
更新頻度 
アクセス快適度 
画面の見やずさ 
情報の貴重性 
情報の信頼度 

I画按対応Iその化 

ポイント 

★★★☆ 

★★★☆ 

^織を細沁二-'’*が.もV\V,い- 

〇ゲーム情報は日々チェックしたいI 
が、それ切外の更新は最近少なし、？ I 

読者の方々び見つけたお薦めゲーム系サイト 話番号をちれずに。採用着には1000〜3000 
iの情巧を大募集。応募の仕方は至って簡単。ヴ 円のおもちゃ券をプレゼント。★10個までな5 
Iイトのアドレスをち記のメールアドレス巧に送 1000円、★!1〜1己個で2000円、★IS個1U 
fるだけ。サイト運営者のちか5のお裔も受け付上で3000円分のおもちゃ券を進呈します（同 
けまず。なお、をる際は住所、氏ち、年齢、電 ーサイトの応募ち複数の場さは巧送ミ央定)。 

お宝サイト情報は、このメールアドレスへ 

DC-FAN@mbb.nifty.ne.jp 

探用者にはあもか券をプレゼント！ 

〇パッと見では良さはわ 
からず。時間をかけよぅI 

圓 
品技 

張は 適ずt 
快や重頼 

ほス見責信 
ス姑セののの 

ス新ク面報報 
更ア画情情 

ラの言えのくあ M 
い目と添み深ば ^ 

とい想び巧をれ そ 
ジ濃感タアンあIf? ^ 

品 loiol 
な、フりはサザW臟一雨 

味びソかろや-ろ 
地だ。つこラユし L 

の象卜しとドたち卜’ 

当品Sぉ居VIH阳 き第系びで。しど用ム^■國 

夕證雜I臓I使ylLII 

注③：掲載したサイトの情報は、7月2日現在のものです。 
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ある程度のミ日能もあ 
るらしく、プレイヤ〜のアク 
シヨンに反応するらしい 

mum 
/—マンシークレットつアイル「調き隊プロフィール 

rシーマンjつてなんすか？この謎を追い続け 
る本コーナー。本誌調査隊は現をもを地に取巧を 
敢行中！…つて、いつの間にか、ゲームの『シ 
—マン』が発売目前じゃないですか。ろ回はひさ 
びさにゲーム情巧をたっぷりお届け。をちろん、 
いつをの調査隊這遊記ちあるでよ。 

チペット溢®辞学きが語った 
シ-マンが啟におた影響とはI 

• M < 

1999年6月某日、中国南西部、 
シーツァン自治区。通称チベット。 
ヒマラヤ山脈とコン□ン山脈に挟 
まれたこの高原に、シーマン調査 
隊の松本と井上はやってをていた。 
標高4000mの冷風び、2人の 

いるパオ（モンゴルの移動式住居） 
風テントを揺らす。 

ずずずず…ず…。カップに満た 

されたバター茶を飲む松本。こっ 
てり、というよりも気持ち悪いく 
らい脂っこし、紅茶ではあるび、体 
のなび暖まるよラな気持ち良さび 
ある。松本と井上び黙って茶をす 
すっていると、2人の前にゆった 
りとした民族衣装を着た男び現れ 

て、彼らの前に座り込んだ。 
井上おかげで助かりました。あ 
りびとラございます。ラコヌさん。 
ラコヌと呼ばれた露まみれの男 

は軽 < ラなずいた。 
今朝チべットに到着した松本と 

井上であったび、チベット人たち 
に;令淡に対応され、泪まるあてち） 
な<困っていたのである。それを 
助けたのび、このラコヌ氏。曰系 
2世を名索る彼は、親切にち2人 
を自分のテントに案内した後、チ 
べット人の冷淡な反応の説明を2 

松本…変てこなゲームが好きでI 
に何かを感じている。調J 

査隊のリーダーの存在？ 
井上…一風をわった物に覆着をI 
持つ変わ0者。伝説、歴巧などにも詳識 

Iい。調盧隊の巧患袋の初生。 
加藤…極めてノー^ルな現実ま' 
養ち。fシーマンjを見る目は冷やか。I 
なし崩し的に報告善作成担当に…。 

人にずる。曰く、現在チベットは 
中国からの独立問題に揺れており、 
漢民族に見えた2人には冷たく巧 
応したとのことである。 
松本でを、これじゃあ調査をや 
りにくいな〜。曰本人だと名乗っ 
てを信じてをらえるかわからんし。 
井上そラですね。聞を込みなし 
で調査をするつてのち無茶ですし。 
ラコヌおまえたちはシ~7ンに 
関する情報を集めているのか？ 
松本？なぜそれを？ 
ラコタび指差す先にはシーマン 

のののるおをそ化喝〇ダーム開始時は、卵状態でのスタ[ 
の難な船^健靴卜と—。ここから長い育成が始まる 

-つなに持にがつで妄 
シ持紹階をが.など号あ 

たを回段がら怠た州六を> 
■き顔今3ぉ明残をcif 
酬での、のなは。程明予 

—，i1し人び魚異とる過不る 

®驚だ幼1訖5 
でのた虫ぞの物ラのか 

ま魚つ幼れ常生どくら 
tれ、だ、そ通るれい明 

■•Jはの卵。、すぞでち 
姿ちは姿り画れし程 



の入ったバケツび置いてある。シ 
ーマンは標高4日日日mの気圧に慣 
れていないせいか、今はぐったり 
と眠ってしまっている。 
井上ラコヌさんはシーマンを知 
っているのですか？ 
ラコヌをう1日年前になるか。 
パリ大学で文明生物考古学を学ん 

だことびある。…さすがに本物の 
シーマンを見るのは初めてだびな。 
松本パリ大学出身のあなたび、 
なんで、こんな山奥で隠居生活を 
送ってるんです？ 
ラコヌ隠居したわけではない。 
自分の学説を証明するために、こ 
こで1日年研究を続けているのだ。 

井上自分の学説ですか？ 
ラコヌそうだ。学会ではシーマ 
ンの知識伝承能力がいかに文明の 
発展に寄与したかび、これまでの 
主流だった。だびワシは、人間側 
びシーマンにどラ影響され、歴史 
を動かしたかを調べている。 
井上ほほラ。歴史に。 

「歴史」といラ単語に歴史マこ 
アの井上び反応してみはる。 
ラコヌワシの学説は簡単だ。歴 
史上、強大な権力を持ち、征服活 
動に情念を燃やし続けた君主は数 
多い。彼らは単純に支配欲に突き 

動かされたのか？否、彼5はを 
遠の命としての象徴、「シーマン」 
をまめたのだよ！！ 
拳を握り締め、熱く語るラコヌ。 
松本は井上にそっと耳巧ちした。 
松本...ゃばいよ、コイッ。 
だび井上は松本の言葉に耳を貸 

さず、彼を熱く語り始めた。 
井上その君主とは、例えばエジ 
プトをまゆたナポレオン。あるい 
はインドを求めた、アレクサンダ 
-、フビライ=八ーン。延命の秘 
法を探した始皇帝、明のを楽帝5 

であると言いたいわけですか？ 
ラコヌほほラ。その通りだ。お 
まえはみしは頭び回るよラだな。 
井上でお、いくらなんでをそれ 
はこじつけびましレのでは？ 
ラコヌフフン。そラ思ラか。だ 
か6ワシはそれを証明するために 
このチべットにいるねけだ。 
井上…？ 
ラコヌナカパルチヤは知ってい 
るか？ 
井上13世紀チベットの有名な 
ラマ教徒ですよね。フビライか5 
絶大な尊敬と信頼を寄せられた。 

ラコヌナカパルチヤはラ7教徒 
であると同時にシーマン研究家で 
ちあつたのさ。ナカパルチヤびど 

SEAMANモデルのDC、メガネを登場 
7呂29曰のrシーマンJ発売 

を記怠しで限定版プレミアムモデ 
ル rModel;SEAMANJ び発売 
される。これはHMV店舗のみ、 

しかち限定500台のみ発売される 
超レアアイテム。また、シーマン 
研究家增田きちのを家「メガネの 
マスダJより、きち愛巧のめがね 
フレームの復刻版び発売される。 
〇きもが愛用したデザインとの 
こと。モダンぎみ？ 

ぶ^;^或 

ラいラ経緯でシーマンの研究を始 
めたかはしらんび、彼の夕献には 
たびたび永遠の知識を持つ人面魚 
の記述び現れている。 
井上では、フビライび無差別な 
までに版図を広げたのは、ナカパ 
ルチャにシーマン知識を吹を込ま 

れたか5といラのか？ 
ラコヌワシはそラ考える。 
井上確かに面白い意見ですね。 
…ナカパルチャびシーマン研究を 
始めた経緯を、をしかずると私び 
説明でさるかちしれませんよ。 
ラコヌほほラ!？ 

井上ラマ教といえば、シヴァ派 
ヒンドゥー教徒に近いを在。ちし 
かすると、ナカパルチヤを「イラ 
ーヴィの神話」か5シーマンのヒ 
ントを得たのかちしれません…。 
松本こ〜の軸覚なんだろな〜户 
激論を交わす2人をしりめに、 

すっかり尝話から取り残された松 
本。彼はぐったりとしたシーマン 

の觸寛を弓Iっ張って遊んでいた…。 
ここにをて、どんどんスケール 

がでか < なってをたシーマン伝説。 
ラコヌ氏は正気か？ この話は収 
拾びつ<のか？待て次号！ 

この時点で顔が…1 
幼をから巧に進化した姿が幼魚。 
ピンク色の膨らんだ腹にかさな体 
と、顔似外は他の魚類の幼魚期と大 
差はない。ま目すべきはやはり顔。 
この段階ですでに人の顔を持つでお 
り、人間の言葉を理辭、凳音でぎる 
よラになつでいるとのことだ。 
この幼魚からさらに進化すると、 

いままでに公開しできた成魚へと姿 
を変えることになる。成魚になれば、 
ま足が生え、さらに次の形態への進 
化に備えることになる。 

〇〇ふわふわと泳ぐ幼魚。と 
た食生活、生態かはまだ謎じ 
ている。右の生物との関係はいった 



Oレースは透)アドマイヤベガ、巧)ナ 
リタトップロード、®テイエムオペ 
ラオーの人気の3強でみ着がついた。 
ある意味順当な結果か 

窯賊回収-率の就陡概规腮 

驚異班回暇^^覆競馬责想菱援这^懸実茹祿湖?■編集部]^無 

Cいざ フアンフアーレは高6かに響けり 

I競馬モ想ソフト『7イトラック7ン』とは？ 
シヨウェイシステムより目800 なこと。そのデータをちとに独自[|5不，.一 

円（税別）じで発売中の競馬ず惩 の指数を使ってレース結栗を予想连 
ソフト。一番の特徴は通信による する。馬の調ろなどを調整するこitミt■占 

iii| ：；；-： 

節台閒祝馬畑酣いス 
われ、日本ダ-ビ-をかく我えり!! 
『マイトラックマン』に挑戦状 

を突さつけるにあたって、編集部 
では競馬歴日年のセク八ラだ:E四 
郎と、馬のむな5お手のちの（？） 
のダービーくんを召喚、最強の態 
勢で勝負に臨むことにした。 
それに对しrマイトラックマン』 

サイドび舞台として指定したのは、 
なんと曰本競馬界最高の晴れ舞台 
といえる「第6日回曰本ダービー 
(GI)Jだった。 

かくて、セク八ラだとダービー 
くんは結果をこの目で確認せんと、 
曰月目曰、東京競馬場に足を運ん 
だ。快晴の東京競馬場はたくさん 
の競馬ファンであふれていたのだ。 

選りすぐりの4歳馬18頭び競ラ 
今年の曰本ダービーは大激戦。 

「今年は難しい。ましてや曰本 
ダービーには独特の雰囲気びあつ 
て、馬ち騎手もなかなか実力をだ 
しされないんだ」とセク八ラだ。 
さすび、給料の80%び勝馬投 

^票券に化けると蹲される漢。言ラ 

ことに重みびある。 
一方パドックで馬の言葉にちを 

傾けていたダービーくんだび、暑 
さで酸欠になりおしやか様と臨死 
体験。これびホントの馬のちに念 
仏だ。それでち競馬場では大人気 
で、根性で愛嬌を振りまいていた。 
さて、いざレースはスタート！ 

17万人といラ大観衆のをと、一 
番最初にゴールしたのは2番人気 
のアドマイヤベガ。騎乗の武豊は 
ダービー連覇を果たしたのだ。 

64 個収率とは？ 
まぎ込んだお金がどれだけ返ってくるかの割合。100円買って80円戻ってくれば回収割0%となる。控除率が25%の日本の競馬で80%の回収率 
というのは、スゴイことなのだ。なお、この数をはデフォルトの設定で購入した場合の数字。調子や買し巧の工夫次第で向上させることは可能だ。 



4人のレースホ想と、巧巧の結果はこうだつた 
日本ダービーはアドマイヤベガの ャストFANの隘負のゆくえはどラ 

勝利に終わったび、気になる『7イ なったのか。はたまたさとラ珠緒さ 
トラック7ンJ編集部とドリームキ んは？ 

(§ 

☆流し 
霞アドマイヤベガ 
~|①ブラックタキシード 

ドブラック 
タトップ□ード 
ェムオペラオー 

をとう巧緒をんの場合 
当でられで最高に嬉しいで 

す。ダービーはずっと前からア 
ドマイヤベガでいこラと決めで 

いたんです。ちとちと武さんのファンだった 
んですび、この間の靠月薑直後に武さんとお 
話ししたときに「ベガは悩み事ち解消しで、 
馬体ち戻っでくるから、ダービーは絶対にがんばるよ」っで燃えるよラな目 
でおっしやっでいたんで、これはいけそラだなといラ予感びあったんです。 
ちとちとぺガは真面目な優等をでクールな馬わぶfっで思っでいたんですけ 

ど、レースを終えたあと 
は力の抜けた顔をしでい 
でかわいかったですね。 
なんかますます巧ぎにな 
っちやった。今一番巧含 
な馬です。超美形でかね 
いいですよね。これから 
ち応援しでいぎたいと思 _一—一— —rwj_ 

at願のダービーを的中させた巧緒さん。次はまつでいます。ちれられな 
だ未経験の万馬券を当てたいとのこと いレースになりました。 

咳 

『7仆ラリクのji集部の場さ 
[マイトラックマンJのデフ 

オルトのが態ではアド7イ中べ 
ガち巧分圏内だったんですび、 

靠呂薑から体調か‘戻りきっでいないといラこ 
とで編集部でおいぎっでのっでしまった。 
「ベ乃は体重び戻れば…」といラ話をしでい 
たのに-.-.(代表/二留研な)。 

想 
セクAラだ=四郎の場合 
靠月資6着から巻言返した馬 

fはここ10巧いなかつたんで、 
アド7イヤぺガはもりった。パド 

ックで馬体び「買え！Jと言つでいたのでマ 
イネルシアターにしたんだが…。 

§ 
ダービー<んの場合 
宣、新冠でいっしよ(こ化馬の 

f尻を追いかけた傅なんで（眉ツ 
バ）、トツプ□ー ドを軸じした 

流しに。本当はアドマイヤベガち押さえるつ 
ちりだったんだけど、マークカードの®と感 
を間違つでしまったんだひ〜ん（実話)。 

☆ポックス E感才ースミブライト 
⑩ナリタトップ□-ド 
敬マイネルシァター E⑩ナリタトップ□—ド 
敬テイエムオペラオー 
⑩マルブツオペラ 

☆流し 
⑩ナリタトップロード !感ニシノセイリュウ 
感才ースミブライト 
顿テイエムオペラオー 
殖)マイネルシアター 

そして反省る。やっぱり競馬はムズカシイ) 
兰留やっぱり競馬はムズカシイ 
ですね。特に、今年の4歳馬は結 

構実力伯仲で、調教の加減一つで 
すっかり予想が変わってしまラん 
です。それで当てるんだから珠緒 
ちゃんはスゴイですよ。 
珠緒ダービーって大巧さな馬を 
買っていればそれでオッケーって 
ところびあるじゃないですか。た 
またま好さな馬び来たんで、みな 
さんずみませんといラ感じ（笑)。 
セク八ラだ武はワシが買わない 
とさに限って来るんだ（怒)。 
珠緒そうしけ相性ってあるよね。 

ダービーくんはどラだったの？ 
セク八ラだお前は前日に『マイ 
トラックマン』を操作していたよ 
ラな気びするび…。 
ダービーくん馬の僕でを、ダウ 
ン□ー ドで楽々予想びでさたんだ 
ひん。でを、自分の予想に自信び 
あったんで、結局好さな馬買った 
んだひ〜ん！ 
一同ソフト意味ないじゃん。 
兰留でち、フアンたるわのそれ 
び正しし慣い方ですよ。競馬とし、 
ラのは思い入れのある馬を応援す 
るのび楽しいんであって、コンピ 

ュータの予想通りに聴馬投票券を 
買ってち味気ないですからね。あ 
くまで『マイトラックマン』は競 
馬予想支援ソフトなんで、いろい 
ろなデータを変え5れるよラにな 
つているんです。『マイトラックマ 
ンJを参考に、競馬の浪漫を追い 
かけていただけると、いち競馬フ 
アンとしてこんなに嬉しいことは 
ないでずね。 
セク八ラだまあ、聴負の結果は 
引さ分けだな。 
兰留機械は当たっていたんです 
び…。 
セクバラだ結果は結果。読者に 
は何をいただけるんですか？（予 

想び八ズれた5読看プレゼントを 
提供することを約束していた） 
S留わかりました。札幌競馬観 
戦旅巧をプレゼントします!！ 
珠緒ホント!？すご〜い!！ 
セク八ラだでは、ワシの八ズレ 
馬券わ読者プレゼントに…。 

隅^MWilUじlUJLkin の M 
といラねけでrマイトラックマンJ 

編集部のご厚意じよりこの夏休みに 
実施予定の2ミ白3曰、化幌競馬観戦 
ツアーに本誌読害1ちをご招待。た 
くさんの競馬ファンととちに競馬観 
戦や牧揚訪問など、競馬兰巧の旅巧 
が楽しめるぞ。希望者はP113の砲 
壽の苦まりを参照のラえrマイトラ 
ック7ンJ係まで。締めのりは7月 
16曰必着。当還者には厳正な抽選 
の結果ご連絡をさしあげます。 

〇写真はをの化海道.時計台。今 
回のプレゼントは真夏の：j臨道！ 

◎ショウエイシステム※めいぐるみ協力/ノースランドペペ(TEL ： 0172-35-9299 FAX ： 0172-32-3009) 
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『Japan Game of the Year’99』は、夢と感動をちえるソフトウてアの 
質的向上を促し、その社会的地位の向上を図り、わが国のエンターテイ 
ンメント-ソフトウXアの健全な育成と業界の発展促進を目的としてい 
ます。*家庭用ゲーム機なかの/、ー ド、パソコンのみを巧をじ発売され 
ているソフト、および業務用ゲーム機のみで稼働しているソフトは対ま 
外といたします。 

■クランプIJ 
1タイトル（読者投票1位の作品）：トロフィー/巧状 

ランプy 
1タイトル（読者巧票2位の作ロロロ）：トロフィー状 

■フレッシュ貨 
1タイトル(巧しいュニークな試みを巧っているか品）：トロフィ- 
■ビジュ八141 
1タイトル（映像的に僅れた作品）：トロフィー/貧状 
■サウンド貨 
1タイトル（音響.音楽的に便れた作品）：トロフィー/賞状 

日本ダ■ム•オタザ•イヤ圓 
籍纏藏が跡確翁# C 

* \ ブレせント•组il 

齊醒 
•/ミネ-卜傾. 
1998年4巧1日から1999年3月31日じ日本国内で発売された家庭用ゲーム、 
エンターテインメント-ソフトウエアを対まじ、参加を雑誌の読を人気 
データ上位のか品を選び、さらにを誌編集部の推廉じよるものを加えた 
計120タイトルをノミネート作品としています。 

左下の巧票用紙を切り取って、ノミネート作品の中から（1)何回もプ 
レイするほど巧に入った作品をグランプリ候補として2作品（2)新 
鮮だつた作品をフレッシュ巧として1イ乍品（ 3 )画面がリアルできれ 
いどった作品をビジュアル貨として1作品（4)効果音、声、音楽が 
感動的だったという作品をサウンド巧として1作品を選び作品番号、 
ホ望商品番号をミ己入、必ず*面を面にノリをつけて官製/、ガキじ貼り、 
ガキじ郵便番号、住所、巧を、年齢、性別、職業、電話番号を明記し 

て按函してください。 
rnismm-vs^m 
199日年S月け日〜7月21日（当日消‘印有が）選考方法は読を巧票じよる 
を作品の得票数を族正に集計し、その結果をを巧受か作品の選考を準と 
いたします。 
■が 
け93年9月 
■あて巧 

発巧の参加を誌誌上じて発表いたします。 

巧票用巧 1 

クランプリ（2巧を） 

フレッシュ貨リ作品） 

ビジュアルKり巧品） 

サウンド貨（1作品） 

拓望商品ち号 

OApple]ンビュータiMac Sち樣 
ュニークなデザインが姑力のディスプレイー体型 一A卜1 

©SHARPコミュニケーシヨンパル11)名様》〇一一 
どんな满帯電話てもメール&インターネットが楽しめる " 
OSONY MDウォーク7ン10名様 
長時間再生可能なスマート-ジャケットモデル 
OCASIOフチ3レ抑名様 
；ルが作れるフラッシュがきデジタルカメラ 
0おちちや券【2万円か）抑名な 
ゲーム機からソフトまで、お好きなものを2万円み買える 

▼IBA例 

参 Japan Game of the Year特SI 
プレ£アム-テレホンカード 
抽選にもれたちの中から、さらにお遵で10Mを様に 
差し上け’ます。 

巧累用巧は'必ず直面を面にノリをつけて貼ってください。 
(ま）フレッシュ貧、ビジュアル貧、サウンド貧は、ダラ 
ンプリお補と同じタイトルに投票することができます。 

電5#号：日日00—000—么AAA 

電擊王廊臟砸 

冢 
卸 D脚Dll!ぉい！!做 

▲キリトり探 キリトり結▲ 



『Ja日an Game of the Year』は、ゲームま巧巧誌15誌のは力により、みなさんのををゲームの世巧に反かさ甘るために制 
をされました。グランプリをはじめとするを巧は、巧粋に読をのみなさんからの巧票により選出されます。実施ま巧をよく読ん 
で、ふるってごをカロください。なお、巧票Lてくださった方のなかから、抽選で豪ま商品を差し上げます。 



ずぐにインターネットが楽しめる胃 
ドリームキヤスト専用ツール 

パツームゾロボ-/1么 
電子イールがをSに*しく 
〇添付ファイルが送れる 
お気に入りのURLや画像などのファイルをメールと一緒におち達に 
送れちやう！ 

0MpegSofdecやMacrome址a Flash"、 
JavaScript"に巧応 

ゲームやアニメーションなど、動をのあるホーム 
ページで遊べちゃラ！ 

音を楽しむ 

動面を楽しむ 

皮続をカンタン OMIDI，WAV，AIFt 
ALICES 

タレントの青やヒット巧び聞ける 
ホームページも楽しめちやラ！ 

〇ポタン操作でラクラク入力 
英字もひ6びなをカタカナも全角も半角も、ボタン操作で 
カンタンに入力できちやう。 

〇 r顔文字Jをポタン操作でカンタン入力 
メールやチャットで使われるr顔义字」もポタンで選ぶだけ 

音声ガイダンスで 
ラクラク入力 

接続までの作業ち音声でT寧に 
ガイダンス。ずぐにインターネ 
ットが楽しめちゃう。 

〇視モで楽しめるインターネット巧境 
有害ホームページを閲覧できなくする「ペアレンタルコント 
□ール」があれば、いつでも家族みんなでインターネットび 
楽しめちゃう。 

ドリームキャスト本体をお持ちの方全員に巧料で「ドリームパスポート2」を配なします。 

セガにユーザー登録している/ 
しよラとしている方 

[ セガにユーザー登録 
I していない方 

まだ本パスワード登録がお済みでないちは、日月4日までに本パスワ 
—ド登録を巧ってください。その方には、順次登録の住所に郵送い 
たします。また、7巧9曰〜8ち4曰の間にユーザー登録されたちは、 
本パスワード登録び終了していなくても順;夕郵送いたしまず。 

呂月1己曰までに届かない場合は、登録している住所等が違っている 
可能性がありまず。その場合は店頭にてお持ちのrドリームパスポ 
—卜1Jと巧換してください。詳しくはち記の通りでず。 

ドリームキャスト本体に同捆されていたrドリームパ 
スポート1Jのディスクをお近くのパートナーシ 
ョップにお持ちください。店頭にてrドリームパス 
ポート吕」と無償交換いたしまず。 

交換期間：19目9年8月5曰よ日 
1993年8巧31曰まで 

《8巧31日しU降はD-D旧ECTでも受け巧けまずが、 
発送費等の実費白00円（税込）がかかりまず。 

絹阳峨化 

1999年8ち已曰1U巧にドリームキャスト 
を購入される方は、ご購入時に「ドリーA 
パスポート吕」を店頭でお;宿ししまず。 

株式を社セガ•エンタープライゼス 
-.• 一_. 2 Dreamcastサポートセンター 

が0:00〜17:00(除く祝祭日） 
! 144-8531東京都大田区羽田1-を12 I 

’。（予巧巧間は発売曰の1ヶ月巧~ 
http://www.sega.co.jp/ | ^K^^WeamcasTは株ま会社セガンタ-プライゼスの商標です。 



r户ンケートパガキの 

mm 

アンケート八ガキのを白に綴る、読者の生の黄をお届け 
DCび1万99日0円。セガをやり 

ますな。2万己0日日円くらいになる 
のかと思っていましたが、ここまで 
やるとは…。これはを5ゲーム巧と 
ネット用の2台持っていてをいいか 
右。 （福島県/H.0 28贏■夕） 
え？"デス様"の続編？自分 

では令年一番のスクープだ！ 

(埼玉県/K.A 3己歳.夕） 

ついに未終了ソフトび3巧の大台 
に…。やはり食い散5かすとこうい 
ラことになってしまラ。みんなち気 
を付けよう。食いかけのをのは早め 
に処理しておいたちが絶対にいい。 

(埼玉県/S.T 29歳•夕） 
『MOTAL KOMBAT GOLDJ 

は移植するべき。祝、クンニラオ復 
活。 （山口県/K.M 2日歳•夕） 

最近やつたゲームは柯？ 化のプレイな:厳談 
♦ fモナ〕グうンブUJを購入し、幾 
し<遊んでい苯ず。PTホのなツテイン 
グなどこ萊かく菊整で黃るため、とで 
おおが深いでず。これでネツ—ク 
巧戦が葉規しでいれば、さらに叛寵本 
数び御びでいたと愚いまずが、いかが 
なをんでしよ 

(埼玉糜/US 30歳•ぶ） 
参今頃になつでfなヴンスクaスjを 

購入。をしい猪識と説輯篇を類りに毎 
腫おでみた。…の力:：（？） 
C20騷留どやられる。ニユー。をさつ 
钱りむかをない。体成巧びながなか瘡 
じでいかない。…と散々な固にあね姑 
をれたをのの、こうい亏をのだと觀り 
衛れな、それなそれで鹽白く感じた。 
をは恐疆（？）に猶ずれでいまず。 

(mimxr.T 23蘇•ぶ） 

が媒pw*'.木が巧 tかで'わこ1じわ、、•つが八 
巧爭/か令か人， 
巧'才傅；H々二(、•ぶラ-'(がが 

つぃぃte本た^ 

ず1化をけ.….~づ 
4けい,的な 

ゎぃ.-墨 
〇群馬県/S.T18歳•夕 〇福岡県/M.M17歳•夕 

mm 最を、kがつ、，ち八。 

I ‘SSが".み"、球んぇ。巧目.似な卸) 
え‘）がり 一？（ちリーザ’' さ1、k另,1、•(苗） 

ミ、巧な。ももがげラだんな） 

0巧玉県/M.N15歳•キ 〇化海道/A.M17歳•夕 

つけ巧いホず4(と去みミをホ左3っホみ" 
3-乂ちわ来ち5：衍左Aザ'ホずか？わけ 

y々-寺を、け本掌f% 

ilrSS 

ぉ遥賓 S 
广诚00円忆なぶが!，■巧もみ= 
化は • 

7づ300円にもを5 31クガをJ 

が/な-生PWもストミみかでをん 

0埼玉県/J.W 24歳/夕 〇群馬県/M.F 28歳•夕 

ち、—けh時もへ心ヴでみみ-、え波•〜_!たろ 
■1：^ザ知ホ现…-•っ—二林咐-V*■か 

"..み、ホし、。ち*\ 
ち*■‘、馬戏ス■村:し、たiみあ‘'tがぶIW 

Yれ‘化し1なを ♦tern* cutav、か、 
が\*巧け、1 

鑛■放•名!#^ 
も*だが:むぶ 
おけ-从•スけ，ス 

T芯;：致ぶ么 
ネぃ、が、‘"ょん。\JI W/倒 

、。ぅえぉが--わ。巧班（ /勺J 
〇長野県/S.M18歳•卒 〇愛知県/R.H17歲•キ 

この雑誌の名前は「ドU—ムキャ 
ストFAN」だけど、正確に発音する 
と「ドゥU—ムキャストFAN」にな 
ると思し)ます。 

(京都府/A.A 22歳•夕） 
TB/MAD』インタビュー記事を 

読んで、ご主人様の曰記げ今からと 
てち楽しみです。ゼロは「……」だ 
つたけど、DC版では文字び入るつ 
てことですよね？ 

(大阪府/R.Y 23歲•キ） 
発売まで2力月を切つてを、シス 
テムなど謎が多いrシーマン』。いつ 
たいどんなゲームなんだ一！教え 
て <れ一！ 

(千葉県/M.K 28歳•夕） 
PS2…すべてのPSソフトび遊べ 

るそラですが、そラいえばNECび出 

していたゲーム機にちそんなのあ0 

ませんでした？ 確かPCエンジン 
シU—ズの一番高いマシンだと思っ 
たのですが…。 

(岡山県/H.Y吕已歳•ぶ) 

先日、私の兄び中ちDCを買って 
来た。値段を聞いて私はおしくなっ 
た。なんと税込み己00日円だったそ 
ラで、まだ山積みされていたとのこ 
と。定価近い値段で買った私は、と 
てち腹び立った。 

(奈良県/R.M 27歳•キ） 
祝ドリカラVやっぱりみなさん 

5まいですね。この調子で連載化ぜ 
ひ！ってああっ！よく考えたら 
私「ドUカラへの道」に署名してな 
し、！やべ一っ、速攻出さなさや！ 

(宮城県/H.S14歳-竿） 

(ranking] No.12の告品言己事BEST10 

おもしろかった記事り〜3位総さ集計）BEST10 

ドリーマ〜:#うブ 
シェンムー〜莎木〜一ま巧須巧 

rm&mm： 
]~ H 

E3巧の REPORT 
ホデシつ NADESIC0 THE MISSION 
:イオ/\ザード-コー•ド：ベロニカ- 

-REVIV巳..〜巧生〜 
SNK VS.CAPCOM (旧巧;） 

つまらなかつた記事り〜3位総合集計）BEST10 

ジャイアントグラム〜を日本プロレス2in曰 
フ□野域チームをごぐろラ！ 

モンスターメーカーホーU—ダガー 
With You〜みつめてし、たい〜 

i±ガンダムが伝コ□二 

《ランキングデータは、才廉12ちの読をアンケートハガキカ 

已巧^呂曰号No.^l アンケートプレゼント当選者発表 

^木巧兵庫県/尾部陽子⑤な曲殺±ガンダム5 プムがちコ 
□ニーのちちた巧で…秋田県/斉踪哲哉滋賀県/岩井溝起大阪府/村金元樹⑤世界ふ 
しぎ発房！トロイア秋田県/大义保責お埼玉県/鶴岡格一福岡県/获野秀お④シーマ 
ン〜資巧のペット〜茨城県/大嶋洋平東を都/中嶋抑子大阪府/迫岡巧也⑥巧曰本プ 
□レスH或な伝4化ミ毎道/ル野進也岡山県/山部篤志徳島県/裏剪山镑巧單（敬称略） 

5習露避 
①rメルクリウスプリティendofcenturyj下じき化ミ毎道/巧田お彦石jll県/：!ヒ巧幸治き山県/阿部巧幸巧城お/大塚裕美東京都/お田重利東京都/离田 
英街巧阜県/阿部巧満大阪商/巧島秀明兵庫県/八木匠宮城裏/渡辺達也⑥にア□ダンシングfeaturing Blue ImpulseJキャップ石川県/鈴木焦史山口 
県/御手洗晋③rCARRIERJバッジ&ストラップ巧を川県/栗原旧巧愛知県/置本孝司京都府/千歲宙隆岡山県/山本おか福岡県/宜前巧（他計15ち） 
④シューティング-Aザードま京都/後田憶吾神奈川県/金子春喜奈良県/巧志置描兵庫県/近藤博ち山□県/江□一成 （敬称略） 



※雑誌公正競争規約の定めじより、この懸貸に当選された方は、この号のほかの懸賞に当選できない場含があります。 
70 ※ゲームソフトの発送は発売日总降となります。 
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実売データと読ちアンケートを畐に最新のソフト情報をお届け 

iUGSTI 
心チングストリ^ 

実売データに基づいた売 
り上げデータと、読者が 
選ぶ前人気&移植希望ラ 
ンキングを掲載！この 
他にを、ゲームに巧ずる 
ユーザーのをの声を掲載 

した[ゲーム成績表Jな 
ど、ゲームフアン必見の 
情報がた < さんあるよ。 

ドリ-ムキサストの値下げにより欄び巧性化 
売D上ば 
RANKING 
ランキング 

今号の集計期間中に、ついにドIJ 

ームキャスト本体び1万990日円に 
値下げされた。同時に新作び4本発 
売され、さらにオススメの名作び 
19日日円で販売されるなど、ドU 

ームキャストの未来を占55えで、 
を目の期間といえるだろラ。 

1週目、2週目は新作の発売をな 
<、上位6タイトルは前号と変化な 
しといラ静かなランキング。ドリー 
ムキャスト本体の販売台数ち落ち込 
んだび、次週の値下げを待って購入 
を控えている層のことを考えれば、 
当然といえば当然の結果だ。 
そして、注目の3週目に突入。新 

作タイトルはr生体兵器エクスペン 
ダプルJのみび圏がだったちのの、 
そのほかの3本で上位を独占した。 
しかを、『首都高バトルJは初週で 
1日万本を突破し、rヴ-八ウス. 
オブ.ヴ.デッド2』切来の好調な 

滑り出し。ほかの2本も上々の販売 
本数を達成し、一気にランキングげ 
活気づいた。また、「今だけ名作イ 
チキュッキュ」シU—ズを売り上げ 
を伸ばし、新作タイトルに続いて己 
本とちランクイン。特に[バーチャ 
ファイター3化』とi■ソニックアド 
ベンチャーJは販売本数び多く、新 
規ユーヴーの開拓に一役買ったとい 
える。なお、集計期間3週目のドリ 
ームキャスト本体の販売台数は、お 
よそ日万日日00台。主要八ードの売 
り上げランキングでは吕位しソ下を引 
さ離し、1位の座に輝いた。次号で 
をこの勢いをキープでさるか。 

目巧7日〜色月13日 
-ムを影メーカ- 

ダイナマイト刑事2 

ギSック•ギア 

デッド2(ガンセット鈍) 

りりコントトラセット鈍) 

MARVEL VS.CAPC0M 
CUSH OF SUPER HEROES 

8 SSダ-ビ-スタリオン 

詞フレント請の周を， 

パワーストーン 

J-/巧お 
セガ/ 

旧/価格 

已ち27曰/5800円 

セガ/ 
3月2已曰. 

アスキー 
3巧巧日 

OB P4 H ~to7=3 dua 
お位 

下 t| 
崖！卷ゲーム名参メーカー/発壳曰/価格 離患被細ち推親計城 

3ダイナマイト刑事2 
セガ/ 
5月270/已800円 

3ぶ40 

68.350 

2 4 Sェレメンタル. 
jギSック•ギア 

Aドソン/ 
已月吕7白/5S00円 

1.880 

33.030 

3 
3! 

Sザ‘Aりス•オプ•ザ’ 
Sデッド2 (ガンセッ憎む) 

セガ/3巧25曰/ 1,380 
胡孤円（ガンセット7孤卵） 204.970 

4 4j Sゲットバス 1りり]ントトうセか鈍) 
セガ/4月旧/5卵0円 
りり〕ント□-ラセット剛邮) 

1,000 
83.7良0 

ち 
己 

1ブjレーステインガー セガ/ 
3月巧日/5800円 

690 
9白，030 

6 巨 
! MARVEL VS.CAPC0M 
j CUSH OF SUPER HEROES 

カプコン/ 
3月吕已日/已800円 

550 
8扫|3巨0 

7 9 1 IセガラU-2 セガ/ 
1月28日/已800円 

510 
32已，940 

8 7S sダービースタリオン アスキー/ 
3月25日/6800円 

百00 
6已.300 

9 129 \エア□ダンシング 1 featum 邑团 uelm 叫 Ise 
CS峨合服補に阿)/ 
3巧4曰/己800円 

410 
已已1440 

9 log \パワース1ン カプコン/ 
2月2已日/5800円 

390 
12白.吕已〇 

r 目巧21目〜6巧2ブ曰 
厢位 菌をゲーム名ち)メーカー/発売日/価巧 王巧慰摘本数：F巧ま累計本数 

j DREAM MATCH 1999 

3铺如レ剧日® 

6 - 

8 - 

10 3 

——ERATICM 

ダイナ7イト刑事2 

デッド2はンセッ怡む) 

6月24日/5日00円 

日月S4日/5800円 

セガ/ 
视年1け 

セガ/ 
198年に, 

July、ソユパつゾ1目8年11月27日/1990円 

セガ/ 
'98年11ち 
ゼネラルエンタテイメント/ 
198年11月27日/19卵円 

セガ/3月25日/朗〇0円 
(ガンセツト7800円） 

23,480 
416,730 

9.520 
87.曰00 

7.710 
70.300 

※このランキングは、全国1300店舗のゲーム販売店、および下記のコンビニエンスストア全店の売り上げデータを集計、そこから編を部独自の方法で推を実売本教を10 
. たものです。★データ協力：あくと巧ファミコンランド中部本部、カメレオンクラブ、TVパニック、ドキドキ冒険島、わんぱくこぞう、メディアクリ 

レブン-ジャパン、ファミリーマート、サークルケイ、サンクス、四国スバー、口ーソン、イトーヨーカドー 
本単位で算出したもの 

72 エイト、セブンイレブ 



セガ発表をの影響で、ま体的に順位が乂まく変動 RANKING STREET 

前人気 
RANKING 
ランキング 

セガ-ニュー■チヤレンジ-カン 
フアレンス’99で新作び発表された 
ことちあり、初登場ソフトび3本ラ 
ンクインした。その中で、最を注目 
を集めたタイトルはrスーパー□ボ 
ット大戦J。タイトル発表のみにわ 
かかわらず4位に登場し、このシU 

ーズの人気の高さを改めて認識させ 
6れた。をラーつのミち目タイトルと 
予想された『バーチャストライカー 
2』は、それほど奮わず19位。移 
植希望の高さの割には、ちょっと期 
待外れといったところ。また、サタ 
ーンで高い人気を得ていたrラング 

リツヴーJシU—ズの新作、『ラン 
グUツサー 5レニアムJを苦戦。 
27位という結果に終わった。 
ほかにを、义しぶ0にrシェンム 

一Jび2位の座を奪ラなど、順位げ 
大さく変動。『機動戦±ガンダム列 
伝Jなどを人気を盛り返してさた。 

m 圍 1ゲームを' 1メ-卜ち 発兜自 ボィ:4 

19 クライマックスランダーズ セガ 7巧29曰 108 

詔 プ□野球チームをつくろう！ セガ 8月已曰 108 

百 REVIVE...〜蘇生〜 データイースト 10月吕8曰 92 

11 センチメンタルグラフティ2 インターチ中ネル 如00年1月27日 白吕 

而 バーチヤストライカー2 DC(仮称） セガ 年内 白吕 

24 アイドル雀±を作つちゃおラロ ジャレコ 9月 88 

21 Dの食卓2 ワープ 11月18曰 84 

24 巧 疆戦援パ-チヤ□ンオラトリオ•タングラム セガ 年内 76 

26 SS モンスターメーカーホーリーダガー NEC インタ—子巾ネル 年内 72 

ia 曲 ジョジョの奇妙な冒険 カプコン 未定 色召 

討 183 メルクリウスプリティend of the century インターチャネル 年内 68 

づ m エアフォースデルタ コナS 7巧2日曰 64 

初|が ランタUッ廿ーミレこアム 日本ミ鉛が 今が 白4 

-BI9 アキ八バラ雷脇組パタPies 1 セガ 7扫29曰 52 

-J SS ストリートフアイターZER03 カプコン 8月己曰 48 

RANKING STREET 

獅希望 
『サクラ大戦Jが巧調を維持、トップを譲5ず 

に。また、鈴木裕氏げプ□デュース 
するレーシングシSユレータ 

ドリームキャストでの発売び決定 
したrスーパー□ボット大戦Jのシ 

RANKING 
ランキング 

キープして1位になった。セガ•二 
ユー-チヤレンジ-カンファレンス 
’99での続編発表をな<、ユーヴー 

rF3己己チャレンジJは、初登場で8 

位にランクイン。ドリームキャスト 
に移植されるとした5、アーケード 

リーズ作品の一つ『コンプU—トボ 
ックス』は、大きく後退して8位と 
いラ結果に。ユーザーの興味び、発 

の『ヴクラ大戦JシU—ズ票望の声 の3画面匡体びどのよラな表現にな 売済みのタイトルか弓新作タイトル 
は、ますます大きくなるといラ結果 るのか楽しみなところだ。 へ移ったとい5ことだろラか。 

穎位 霸圓 1 ダームWf■■画1 —1 唔 
1 1 SS サクラ大戦 セガ アドベンチヤ- 

2 7 MD レンタヒー□- セガ アドベンチヤ- 48 

3 2 SS カルドセプト 大宮ソフト シミュレ-ション 38 

3 10 AC ダンス•ダンス•レボIJユーシヨン コナS タンスアクション 吕フ 

己 3 AC デッド•オア-アライブ2 テクモ 綱アクション 34 

6 已 AC ストリートファイター中3rd STRIKE カプコン 觸ァクション 32 

m 8 SF 魔装機巧 パンプレスト シミュレ-ション 吕吕 
嘴 

巧 AC F3已己 challenge セガ レース 26 

8 3 PS ス-パ-□ボット大戦]ンプリ-トボックス パンプレスト シミュレ-ション 24 

m 巨 PS ファイナJレファンタジー理 スクウェア □-ルプレイング 23 

1 14 
AC ディト州SA2 セガ レース 21 

■ - SS シャイこング•フォ-スm (シナリオ1〜3) セガ シミュレ-ショ州PG 20 

1 
臣 

PC ああつ女巧さまつ パンプレスト アドベンチヤ- 18 

13 AC ゾンビリベンジ セガ アクション 17 

II - SS ダービースタリオン アスキー 願シミ1レ-ショ:/ 16 

みんなのゲーム化評を大募集！ 
本誌N0.1色に揭載ず えるぞ。ペンネームでを0Kだけ 

逆のゲーム批評を募集！ ど、本名を蕾かないと轟攝が屆か 
3、封蕾に、のダ…ム菊望)評 ないので気を巧けぶう。 

備r巧いJかr辛いj (MU?文® 
住滞、氏名、年齢' 性辣j、mm 
号®大係のプレイ膊闡を明記のう 
え、ぞ3 36-86日3東京都な 
東区新木攝1 一6—呂6でMドリ 
ームキャスhFAN編集部げーム 
成鑛表j係获で。掲載驚に(ま、編 
集部特製のソフト引き換え券とテ 
レホンたードを進呈。を5に、ソ 
フト引を換え券を3枚集めて編集 
部に送ると、好きなソフトびを贸 

No.1巨の化評が象 
ドリームキヤスト 
- イ-ムクにイタ-ち》の願〜 
■ヴ•キング•む’ファイタ-スDREAM MATCH1999 
.ジャイのトグラム〜を日本见レス2 in日:Ml〜 
■首都高バトル 
.ストリ-トファイタ-ZER日3サイキヨ-雕場 
-生体兵器エクスペンダブル 
-酬日日Yカニパン〜暴走□ボトの謎!?〜 
-バ半ーヒート 
セガサターン 

-プ□指南麻雀网_ 

締め切り7月30日（当日が着) 

《•このデータは本誌13号のアンケートから無作為に1000通選び集計したものです。表中の機種の表記は、DC=ドリームキャスト、SS=サターン、 



•ゲームの遊び方、進め方お手伝いしまず!! 

あなたの調教法はホントに正しい 張鹏指M巧巧巧^ 

—ビースタリオン 
配合の陰でイマイチ忘れられびちなr調教J。だが、あなたの育成馬は 
本当に実力を出し切れているのか？ちラいちど調教を見つめ直そラ。 

ちっとを効率のいい調教とは？ 
なお、実験に使用した馬はスピ■ 

スタ.根.落-早熟の出た牡馬（売 

rダビスタJの調教は、その効果を 
数値で見ることび~切でさない。そ 
のため、特に初む看は自分の調教び 

正しいのか「手応え」がない八ズ。 
そこで、今回は実験として編集部の 
rダビスタJプレイヤー6人がそれぞ 

れのやりかたで1頭のサンプル馬を 
調教し、日Cで走5せてその調教法 
の優劣を比較してみる。果たして、 

却価格17日0万)。これを4歲1吕巧 
までちプレイヤーび調教し、12月 
末時点のパスワードで比較した。 

3歳時はダート/がせとお路を中 
收とした、おまかせに近い才ーソド 
ックスな調教。デビュー後はダート 
で調寺を酱えつつ出走を重ねた。3 
扇秋から4歳蓄にかけでやや巧び腦 
んだび、曰本ダービーを含むG 13 
隙はますますの成績だろラ。 
しかしさずびに馬た助、不調から 

の脱出に巧度ち寺間取り、ダ/併/ 
馬なりびやたらと多かった。 

•參•調教のポイント參參参 
•3歳時はダ/併と巧路の併用 
-デビュー後は調子の管理を重視 
-ダ/併/馬なりが多い 

•4歳12巧までの調教内容 
グ/—杯[；已W/—ネ不〇芝/—杯0 
ダ/強め20 W/強め。ち/強め 
ダ/馬なり19 W/馬なり。た/馬な0|~〇 
プール[引をせ馬]231 お路 
•4歳12月終了時の戦績 

胃28.日已〇万1 
-、宝塚記念、ジャパンカ 

をッブ' 睾月實2着、菊花貸3着 

お姉さんは公ネムとちに調教が大巧 
ぎ。といラねけで、レースの成績は 
無視し、BCに隙つべくひたすらム 
ふるラ調教の毎日。字段を道ば 
パルタ派だ。3歳時にある程度 

スタミナ調教をしたら、「スピードげ 
上限を超えるとスタミナに変換され 
るJ特性に期待し、ひたすらスピー 
ド調教。調ろび変動しにくいよラ、 
芝よりちお路がさくなつでいる。 

チをふミ 
めスパj 

••♦調教のポイント参♦♦ 
-レースに出さずひたすら調教 
-ひたすらスピード調教し、あふれ 
させてスタミナアップを祖う 

•4歳12巧までの調教内容 

プールIを]併せ馬[28 
•4歳12月終了時の戦铁 B已戦2勝2着1回 

白10勝Gni勝 
己7巳厮1 

弥生営、ダ-ビ- 

i 2着1回3着in 
f Gni勝 GET 
5験屬113.4 

弥生貸、ダービー2着 

旱熟といラことで、コメントのお 
巧った2月4週から調教を開始。デ 
ビュー前はた（ダ）/お/強めを中 
收に、ほぼ連日2日追し、のスパルタ 
調教。デビュー後ちレースの合間を 
見では芝（ダート）の単走で能カア 
ッブに励んでいた。最終的にスピー 
ド調教32回、スタ=ナ調教38回 
(とちに馬なりを除く）と、6人の中 
ではちっとちバランスか’良かった。 

♦•♦調教のポイント 
•3fe月4週から調教を開始 
•芝饼/単/強めが中ん、 
-スピ•スタがほぼ同バランス 

•4歳12ちまでの調教内容 

靈 
おもな 
お诫 

12戦9膀2着1回3着2回 
GI4勝 GE3勝 GM1勝 

[スピードか’上限に達するとスピー 
ド調教ちスタSナに変換Jを怠頭に 
置き、デビュー前にダ/併をまとめ 
でやった後は、芝の強めをメインに 
ひたすらスピード調教。お姉さんと 
違い、レースにを積極的に出ました。 
勝負根性アップのため、併せ馬ち意 
識的に增やしでいる。結乗的にGI 
5勝とグーム巧では最高の成續を残 
したが、己Cでの実では？ 

着•み調教のポイント♦♦翁 
-スタミナ調教はデビュー前のみ 
•デビュー後は芝/単/強めを中'レ 
に、ひたすらスピード調教 J 

•4歳12巧までの围教巧容 

• 4歳12月終了時の麵 

i 
区をな' I 
[fちみ 

4己.05日万1編i厲T93.35日万 

が、ジャパンカップ、有馬記念 

《リテイビツ 



rV 
計姑!化み巧躍議： 

正巧不明のダービーくんは、馬ご 
助くんに負けす努らすの素人。後の 
事は考えす、とにかくレースに出し 
たいを頃だ。といラことで、調教は 
ほとんどスタミナ調教オンリー。ス 
ピードはレースでつけでいく作戦だ。 
ただし調ろ落ちを反転させるのは苦 
まなので、実験中3度にわたり放牧。 
スタSナ調教41回（馬な〇餘く）は 
最多だび、減った分び收配。 

•♦♦調教（ 
.ほぼすベてスタミ 
-スピードはレースでつける 
•おれたらためらわず放牧 

教のポイント< 
ごスタミナ調教 

♦♦♦ 

•4歳12月までの調教内容 

ダ/強め 
ダ/馬なり W/馬なり日ミ/馬なり 

• 4歳12巧終了時の戦H 

♦••調教のポイント参 
•スピ：スタがほぼ4: 6くらい 
•ウッド.調教、一杯調教が多い 
•併せ馬は少なめ 

•4歳12月までの調教内容 
タンー巧[9 [W/-杯切ミ/-杯] 0 
ダ/強め7 W/強め14芝/おめ4 

•4歲12月終了時の胃 
11戦8お2着2回3着1回 

i GD3勝 C 
沉下媒がe悟 

4歳12月のパスワードで能力を化巧 
曰人の調教馬が出そろったとこ 

ろで、巨Cで能力を比較してみた。 
全己0走の実験の結果、平均順位 
トップは加藤磨調教馬。ちっとを 
戦績の良いセクノ ラだ調教馬が最 
下位という意がな結果に終わった。 
予想の印とレース結果び比例し 
てない理由だび、SS版のレース 
がスタSナ重視に変更されたのに 

巧し、予想びスピード重視のまま 
であるためのギャップと考え5れ 
る。府中の長い直線と巧をあり、 
スタミナ量びまず順位に直結した 
よラだ。2位のお姉さん調教馬は 
一部のスピード調教がスタSナに 
変換されたと推定され、3位ダー 
ビー<んは印はないびスタSナ調 
教中む。藤枝は根性不足か。 

•絹巧馬のBCでの印と日日走の平ち傾位魅4日Om) 

BblqiriPP 
お姉さん 
加藤® 
セク/Vラだ 

一加藤®師の調教がベスト！ 

では、ちっとち結果の良かった加 
藤®a巧の調教内容を検討してみよラ。 
まず入願時期び2月4週になってい 
る。早熟馬の場合、入臨OKまで巧 
つよ0早めにスパルタ調教したちび 

効果び高そラだ。また目につくのび 

ダート調教の多さ。ダート/強めの 
2曰追いの積み重ねび、豊富なスタ 
Sナを培ったといえる（なお、一杯 
1本より強め2本のちび能カアツフ 
は大きい)。芝/強めのスピード調教 
ち多く、スピード：スタSナ調教比 

は9 :11とバランスびいい。 
ただし勝負根性は不足ぎみ。それ 

でち腊てるのだから、SS版はスタ 
ミナ強化び最握先課題と考え6れる。 
まずは十分なスタSナをつけ、その 
上でスピードを強化させるのびSS 

版の調教のポイントではないか。 

m 

-加藤®師の3歳4ち〜4歳12月の全調教内容（灰色はレース) 

喉y 

藤ち腐きといラとあ路調教といラ 
イメージびあるび、SS版は馬によつ 
でかなり調教法び変わつでくる巧を 
だ。この馬の攝合ちスピード調教よ 
りスタ云ナ調教のちび多めで、デビ 
ユー前は坂路中似、デビユー後はダ 
-卜•ウッドか‘中似だ。一杯調教び 
ぞく、巧せ馬びかない傾向ち。また 
藤巧マジックのおかげで、調寺どん 
底の期間力*短いのは強み。 

第4回読者ブリ-ダ-ズカップのお知目せ 
お待たせしました！約2力月の 

洗黙を破り、読者ブリーダースカツ 
プの爱蘭でず!1今圆のメインレー 
スは游版でネリ 登場の大井競馬場、 パ 
ワー路負のダ—卜20日Om r新木場 
巧王獲J。メイたイオペラち裏つ青の 
嫂の壬截誕生となるか？歷勝着に 
はお括みソフト（サターン-ドリー 
ムキヤスト） をブレだント！ 
さらにすVクレースとしで、视期 

化馬（ヴームスタート載にいる化馬） 

の塵駒限定レースち開健。r大舍には 
おたいけど、レベルが窟すぎで…j 
といラあなた、グーム薛渡のまぐれ 
当たりの大物で挑戦しでみよ5! 
ネ刀脱者-ほの揉のブレイヤー大歡迎 
だ。獲勝藏晶はブレSア糖実、本誌 
特製表紙テレカむットだ。 
詳しい脑霉巧法は、このページ欄 

が下を参照。ノ\方キ1がにつき2頭 
(1レース1頭）まとめで記入しでを 
OKだ。脑鬻お待ちしでまず！ 

P巧木場巧王賞1 
yiii^Egg^£3^«gasttnnjia 

SS械を産馬であれば、性別-馬 
齢-配含法は問いません。あなた 
の最強馬で胞養しでください。巧 
期叱馬特別の馬での挑戦も巧です。 

駐誦化•馬限定特別 

グームスタート時に登揚する巧期 
叱馬（欄がち参照）の産駒限定 
(ちちろんげ重ね不可)。種れ馬の 
制限はなし。こちらちSS做限定。 

馬之助（な下馬）大変だ！ 
調教の大巧さなお姉さん!！ j 
お姉さんau下お）何び巧きI 
なお姉さんだつで!？おイタびj 
過ぎると、退職するまで空のの! 
じ座つでちらラねよ。 I 
馬新まのリストラ攻撃だね。[ 
それより、f■見事な配合Jの効I 
栗が「こ卜□効果（血統表のにj 
スピードの化を集結させると能I 
力の上限が上がる）の限界値アj 
ツブ」つでいラ曉だぶ！ I 
おそラなのよ。でち、そラなI 
るとニト□ちr見事Jち天片をj 
2重に外すだけだから…。 I 
馬能での底上げび必要だね。[ 
おといラわけで次回は、r見I 
事Jと化配ちの複含に挑戦よ！ I 

※読者ブリーダーブカップ応寡要項…ハガキじ住所■氏を■年齢•電話番号■参加するレース名■を望するソフト名（巧木場ホ王貨のみ）•出走馬の"スワード（訪別コードもちれずに）とお 
合（もとになったネヒ馬とげ々の種せ馬）を記入し、〒136-8603ま京都江ま区新木場1-6-26 TIMドリームキャストFAN編集部ダビスタBC係まで。締め切りは8ち13日化ち。参加は1レース7C 
につき1人1頭です。なお佳腺商品のお好みソフトは、サターンの場合入手不能な場合があります。その場合はおもちゃ券5000円じ代えさせて頂きますので、ご了をください。 



ドリームキャスト版の 
『ザ-キング•オブ• 
ファイターズ』でち、 
アーケード版と同様に 
裏キャラをほえること 
び判明！巧用方法と 
併せて、裏キャラの巧 
表ち公開ずるぞ。 
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MHibi諭固la腰鋼■ 
liilSHKg!伽補議露浸1^麵 

〇ケロちゃんの注意事I頁説恥ゲー 
ム立ち上け'の最初に1回だけ聴ける 

今回は新日の魅力を十二分に 
表現したゲームモードと、 
出関係を中むに解説ずる。 
た通信対戦について、 発表ア 

FANがヴ パ-内 
に回体を旗揚げずるそ‘ 

6800円（税別） 

の入場か6パフオーマンスまで 

派手な演出を巧実に再現 
ついに全登場選手び発表された 

『闘魂烈伝4J。新参戦選手に注目 
び集まるび、その他の部分でを最 
新作にG、さわしいパワーアップび 
施されている。その一つび演出で 

〇選手入場前。いくつものスポット 
ライトによる光の演出が美しい 

©NJPW/TOMY/YUKE’ S 

ある。試合開始前から選手入場、 
特徴ある技のモーションはもちろ 
ん、各選手のパフォーマンスなど 
細かい部分ち再現。自宅にいなび 
5含場の雰囲気を満喫でをるぞ。 



み^ングスタイルを巧験できる 

#巧実の8大モードを検註 

このゲームには、全部で8つの 
ゲームモードび巧意されている。 
备モードで遮びちび異なるのはち 
ちろん、さまざまなアイデアとエ 
夫が投入されている。それによっ 

て、新曰スタイルのレスリングを 
余ずところな<満喫することびで 
さるのだ。ここでは通信対戦と才 
プシヨンを除く、6つのゲームモ 
ードを詳しく辭説していく。 

〇〇過酷なロードを勝ちめく。 
下は現IWGP王者たちだ 

新日本のトップの証、[WGPベ 
ルトに挑むモード。ヘビー、ジユ 
ニアへビーとをにシングル、タッ 
グのベルトび存在する。だび、い 
きなりチャンピオンに挑戦でをる 

というわけではない。全] 0戦び 
巧意されており、第1戦か6始ま 
る試合に勝ち抜くことで、初めて 
チャンピオンに挑戦できるのだ 
(最終第1日戦び選手権試合)。 

新曰本プ〇レスを語るラえで忘 
れることのでをない、代表的な4 

つのシU—ズを再現したモード。 
試合形式はU—グ戦やトーナン 
卜方式、1〜2ブ[=1ック制など、 

過去実際に採用された形式はすべ 
て用意されて選択可能。また参加 
選手数ち選択可能である。 

全登場選手から自由に使用選手 
と対戦相手を選択、1試合のみを 
おこなラモードである。内容は普 
通の試合と変わ0はない。試合お 
式にシングル、タツグはもちろん、 
参加選手4人によるバトルnイヤ 
ル、日対已のイUSネーシヨンマ 
ツチなどを用意されている。練習 
用として気楽に、また手輕に楽し 
めるモードと言えるだろう。 

〇あらゆる試合形式が用意されてい 
るモ—ド。練習用にも最適 

80 



Oエディツトレスラーのべースを、 
既をのレスラーから選がする 

をすることも、もちろん可官目 

巧み始苗みをねせで巧み廢レスラーを 

Ik..:、 巧 
容姿から使用させる技、思考パ 
ターンなどを自由に設定し、自分 
だけの才Uジナルレスラーを作成 
できるのび、このエディットだ。 
容姿のパターンは当然として、特 
に思考□ジックは非常に細かい部 

分まで設定でさる。また、既巧の 
レスラーをアレンジしてい<こと 
も可能となっている。エディット 
レスラーは他のモードで試ををさ 
せるだけではなく、通信対戦に参 
加させるために必要となる。 

ちラ1つ、大事なモードとしで 
通信巧戦か’ある。その流れを簡単 
に説明すると、『闘魂烈伝4Jの 
サーパー内に設立された団体から 
巧みの回体を選択しでエディット 
レスラーを入団させる。その固体 
巧で試合を重ねで実万を上げでい 
くのだ。試含ではレスラーを白分 
で操がするのではなく、它コンド 
としで試含中にレスラーじ細かい 
指示を出し、試合を盛り上げなび 
ら勝利を目指しでいく。実力か’上 
びれば他固体との对抗戦ち巧能 
だ。また自分の新団体設立の憧利 
がちえられることちあるぞ。 

ここでニュース。r闘魂烈伝4』 
のサーバー巧に、DC専門誌など 
雑誌な(こよる画体び旗揚げするこ 
とじなった。ちちろんDC FAN 
としでち団体を旗揚げするを定で 
ある。この纖含に本誌の面体に入 
門しで、自慢のレスラーの実でを 
アピールしではいかび？ブ□レ 
ス好きの編集部員び制作したエデ 
イットレスラーび、読者のみんな 
の入回を待っているぞ。団体巧で 
はリーグ戦などのイペントや他団 
体との对抗戦、イベント優勝者へ 
の薑品などちを画中。詳細は次号 
が降じで発表予定。お楽しみに。 

  

面 

〇初期が態。./一」から巧 
みに合わせて設を 

〇まずはを前。もちろん 
漢字-可能 
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2力巧前の巧表な巧、開発は順調に進行中の『エスピ 
オネージェンツ（な下エスピオ）』。今回は編集部に到 
着したROMををとに、今までわか6なかった細部や 
実際のプレイ感覚を巧証していくぞ。 

まずはダーム巧妄巧媛チIック！ 
任篇逛Wか3クリアをの活酬まで 
本作の目的は最大4人のエージ ア条件を満たずこと。任務中は4 

エント（産業スパイ組織のメンバ 分割された画面でリアルタイムに 
-)に指示を与え、各任務のクリ 状況び映し出されるぞ。 

本編は、ミッシヨンの選択^ミ 
ッシヨン邀行^クリア後のボーナ 
スの3パートに分け5れる。基本 
的にはこの3パートを繰り返すこ 
とでシナU才び進行していく。 

また、ミッションを巧う順序、 
クUア方法などの選択次第で、シ 
ナリオび分岐ずることわある。そ 
の場合、選べるミッションび変化 
していく。 

•選巧できるミツシヨ 
^ ンか弓任務を選択 
•参加エージェントを 
最大4人まで選ぶ 

3 I•目標に向けてをェ 
ージェントに命令 

夕IJアをのボーナス 
ボーナス 

力‘、‘加算される 
報契金、 

ドAPが加! 

♦各種トラブルを切り巧をエージェント 
け任務を成巧させる に振D分ける 

3ンの選択壬 
幾つか提示された任務から1つ 

を選ぶミッション選択。エージェ 
ントは4人まで選おでさるび、ミ 

ッシヨンによっては強制的に出動 
><ンバーび決まる。 

82 

ノトに同時に指示を出 
して、任務をクリアするミツショ 
ン遂行パート。指示された目標物 
を強奪するのび主な目的だび、目 
標物げ複数に及ぶことわ。また、 
ミッション中のイベントで任務内 

容び変化したり任務び追加された 
りすることちあるぞ。 
ちなみに、ミッション中にエー 

ジェントのHPび0になるとゲーム 
オーバー。他にわ、時間切れや特 
走:の条件下でのSスでゲームオー 
バーになることをある。 

りリア後①ボ-ナブ三I王;^ 
クUア德は報奨としてAPとし、あるいは強化することび可能。買 

ラボーナスポイントを實える。こ えるAP量は、任務難易度や任務 
のAPを消費することで、各エー 

〇クリア時にボーナスAPをゲット！ 

中に発生したイベントで変化する。 

スキルにAPを振り分ける 

©NEC Home Electronics/Designed by KAZUO MIYAMURA 
※ゲーム画面凶夕が)キヤライラストは全てラフスケッチです。 



エージIントの個14、るデ—夕 
これSの管理を巧巧の妄となる 
プレイヤーの手足となって働く 

エージェントたち。彼らはそれぞ 

れ長所短所ををっている。それぞ 
れの能力、個性に添った命令を出 

すことび任務成巧への最大のポイ 
ント。また、特定のエージェント 
を派遣することび条件で発生ずる 
イベントお存在ずるぞ。 

"弾丸娘"セーラ"□ケット"ルーリア 
スキルにはかなりさししリレーリ 

ア。専門的な知識は持っておらす、 
戦闘能力ち皆無。反面、移動速度 
は最速で、敵を白分に引さ付ける 
「ルアリンヴ」といラスキルを持 
つ。かなり使い方の限定される 〇移動速度の速さは折 
(難しい）エージェントだ。 り紙付きだが… 

"軽業師"鈴鈴華（リンリーファ） 
手巧か’器巧で、C 

ち容易にこじあけるリン。看 
ち彼女のウリで、通気□など彼女 
しか潜入できないよラな揚巧ちち 
巧する。まに、戦闘能力ち高く、 
ナイフを使った戰い「ナイフコン 
バットJを得意とする。 

〇鍵の解除は彼ホの十 
八番。どんな鍵も楽勝 

► HP、SP、アル3リズム。きキャラ共通のテ-夕類< 
各エージェントは上記の固有ス 

キル、一般スキルし:^外にも、HP、 
SPといラ数値を持つ。HPはその 
ままエージェントの体力で、戦闘 

やトラップで消費され、誰か1人 
でもこのポイントを全て失ラとゲ 
ームオーバー。SPはスキルを実 

行することで消費するポイント。 
どち5のポイントわ、消費後は時 
間びたてば徐々に回復していく。 

電算技能分野の天すか年アーク 
エンジェル。彼の能力はパソコン 
関係に秀ででおり、ノVジキングや 
機械操作では最ち優れたエージェ 
ント。ただし、身体能力ではただ 
のろおなので、戦闘能力は皆無。 
移動速度ち最低クラスである。 

催眠術を得意とするクレオパト 
ラ。彼女の催眼術は、出遭った敵 

tを意のままに操ることび可能で、 
ちる意啸、最強のエージェントで 
ある。ただし鍵開けや八ツキン 
グなどの一般スキルにはミしく、 
移動速度ちやや低い。 

エージェントたちは「能力を持 

つた優秀な手駒」といラだけでは 
な<、それぞれびバックストーU 

一を持った人間たちである。その 

彼5び見せるスI-一U—お本作の 
越力の一つ。『エスピオ』は単純に 
ミツシヨンを辭くだけのシミユ巧! 

ーシヨンゲームではないのだ。« 

0ル-リアとレミ-の会話。こう旬 
たかけあぃも見せ場の一つ .■:J 



強力な敵が立ちふさびつでいる場 
台、サンダースで戦つで倒すか、 
ルーリアでおびき寄せるかなど、 
排除ち法は複数巧意されでいる。 
このため、特定のエージェントび 
いなければ絶巧に攻略不可能とい 
ラことびなく、1つの化掛けじは、 
必す何通りかの突破ち法びち巧し 
ているのだ（難易度の差はあるび)。 
同じSッシヨンでち、エージェン 
卜を替えることで、何度ち別の攻 
略パターンを楽しむことびできる 
といラねけだ。 

i離がkj 〇戟闢は命令コマン 
遭ちすド^力するだけ 



o男子更衣室にて。ルーリアの部屋 
はよっぽど巧し、が態らしい…。ちな 
みにリンの場合だと、やはりルーリ 
ァの部屋を引き合いに出してくる。 
こうし、ったやり取りも魅力の一つ 

 '隠!しイベンP屬簾waを弓S 
ミツシヨン中に発ちする各種イぺント同±をある菌巧で出ミねせるな 

ント。有動的に発ちするちのちあれど。こラいった隠しイベントは本編 
ば、菜f牛の難しいちのもちなする。の進行に関係ないちのび多いび、各 
例えば、女性エージェントを男性更エージェント同±のやりとりを楽し 
巧室に向かわせる、特定のエージェむことができるぞ。 

〇本編に直接関係しないものも多 
いが、隱されたイベントを禪すのも 
楽しみの一つだろう。出動エージエ 
ントをいろいろと組み替えて、さま 
ざまな場所を調べるのも楽しし、 

北塔に走るェージェントたちだ 前〇 

エスピオネージェンツ- 

^発ずさ4：なタトで巧巧は二巧ミ巧" 

び、1人ち目的地に到達でをない。 
敵に出遭って逃げ出したり、鍵の 
掛かった扉の前で難儀している模 
觀圍を目まぐるしく切り替え、 
慌てて指示を出す八メに。それぞ 
れに出すべき命令は簡単なのだが、 
それび4力所にを及ぶとさすびに 
パニックに…。 
大変ではあるび、それを順次辭 
きほぐしていく作業も面白さの一 
つ。試行錯誤、ち往左往しなびら 
障害を突破していく。 

邪魔な障害を突破し、なんとか 
展示室に到着。だが、目的の絵画 
は発見でさない。ここで依頼主と 
の通信イベントび発生。さらに絵 
画性の兆し」の奪取を依頼される。 

〇逃け‘惑うアークエンジェル。彼は 〇アークエンジ；ルを苗がしつつ、 
[いため、敵を信Ijせない 戟闘力のあるサンダースを巧;童;する 

r驚趨〇Pと正ージ1：ント®SP 
鍵の掛かった扉やデータび隠され 

たパソコンにはDPといラ防御値び 
設定されでいる。エージェントは鍵 
開けや八ツキンブなど、それぞれ巧 
応したスキルを実行することで、こ 

回因SSSE911巧 EIE9因■!巧 

のDP値を減らすことができる。エ 
ージェントはスキル実行時にSPを消 
費。このときのSP消費量はDP量に 
比例し、また、エージェントのスキ 
ルレべルび高ければSP消費量を抑え 
ることもできる。SP値か‘なくなれば、 
当然DPを下げることち不巧能。DP 
値の高い仕掛けをクリアするには、 
その分野に精通したエージIントを 
派遣するか、違ラルートを遷がする 
などの工夫び必要になる。 

o無理に罵や鍵をこじあけなくて 
も、別のルートが用意されている場 
合もある。これは通気ダクトを伝っ 
て移動するリン。身程な彼女だか 
らこそ取り得る手段だ 

〇罵や昂に設定されたDP値が言いと 
解除に時問がかかってしまう。その 
分野に精通したエージIントを巧遣 
するか、SPを大五消費する覚1吾で素 
人を巧かわせるしかない 

なが绰 

〇任務とは関係ない 



适のの甘日のの垣名をなきが人シンガ■の 
サクセススト-リ-を生 

应呂P®岛な自g iス-パ-プ□デ4-卜I 

ゲーム上でのプレイヤーは、新 
人発掘からプ□モーション展開ま 
でのずベてを手掛ける音楽プ□デ 
ューサー。仮想の音楽シーンにシ 
ンガーを売り出し、チャート界を 
完全制覇することび目標となる。 
ゲームを進行させてい< 六イン 
コマンドは已つで、実行は半週間 

ごと。的確なコマンドを選択し、 
スーノ プ□デューヴーをめざせ。 

已ごのメインコ7ン 
シンガーの発掘とち向性のミ夫定 

曲作りと売り出しちのま定 

街を歩いて人々か5情報収集 

音楽スタイルごとのチャート制覇が目標1 

i;r•ネットワ-クをかして]-ザ-剛)プレイ炯自d 

PROMOTE 
DOWNTOWN 

〇アピールタイムでは、シンガーのダンスを見ることもできる 

メイクアップ 
シン方一を探巧したら、次はメイ 

クアップ。めざすジャンルのち向性 
じ合わせで、髮型-服装-アクtサ 
リーを獲おするのだ。ただし、シン 
ガーとメイクには相性びある。パラ 
メータの増減に注意。 
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※画面は開発中のものです。 



熙筆離蛙»ィ 
ヒット巧を生み出ず秘訣は流行 

をつかむこと。街の人々と含話す 
ることで、今何び流行っているの 
かを知ることびでさる。また、ク 
ラブやディスコではスクラッチを 
使ったDJゲームび楽しめるぞ。 

流行を見極め、ヒットを連発す 
る、それびスーパープ□デューヴ 
一。ゲーム中には多数のライバル 
シンガー、ライバルプ□デューヴ 
一ち存在するび、それらを押しの 
け、音楽ジャンルごとのチャート 
を完全制覇することが、ゲーム中 
の最大の目標となるのだ。 

ジック巧を完を制覇 

挪恶料弓! 
の51^巧をまにした。 

〇プロデューサーランキングで1化。 
この弟冠を獲;导することがちネ票 

個人でプレイするゲーム巧はあ 
くまで□一カルチャートといラ設 
定。ここを制覇したとしてち、そ 
れはまだ始まDとしかいえない。 
なぜな5、ネットワーク上で展開 
する「ワールドチャート」こそび、 
真のスーパープ□デューヴーをま 
める舞台と言えるからだ。 
ワールドチャートではコンピュ 

一夕び操作するキャラは1人もい 
ない。ここでライバルとなるのは、 
各々□ーカルチャートを制覇して 
さたプ□デューヴー（ユーヴー) 

ばかり。より高い次元でのチャー 
卜争いびネット上で展開される！ 

詳細は次目な脚こ！ 

ライバルは他ューザー 
イン 

■が@QのA桃術QCM 
Iが)RU) AUCIU0S(ワールドす一：7’イシ3ンり 
へよつこ*^^ ,.，.. 
ここでは世巧呂地びらままつできたfSiNG战(シ 
ン刀一Uたちび、 
あなたIこがばれるのを巧つでいます！* . 

fAUDiii加rすーデ-^シヨンりしたt 
I0NIノ□ダシシヨン)I夕 
下から追んで下ざい。^ 

力-ソルをけ卜—孤脚f畑けロタク台 
つンの上じをつでさで、 
fAぶタンJを描ずと、堪ぺます。 

四 BSiBB 四 EH 
四画励EH四 
E331 

〇ワールドチャートさ鮮現して.'石 
真のスーハ‘ープロデュ.-サーと 

-卜 mm. 
シンガーの売り出すち向性をま 

めた5次は巧作り。プレイヤー自 
身びシンガーに提供する巧を作り 
出すのだ。といっても、まったく 
ゼ□の状態から始めるのではな<、 
ちとをと用意された原巧にアレン 
ジを加えてい<といラ作業になる。 
これなら音楽に精通していない人 
でも簡単に巧作りびできるし、逆 
にまった < 才IJジナJレな巧に作り 
曽えることち可能なのだ。 

腸おとプ日モーンヨン展開 器浸夸臟スgw巧I 
I 00音色やバターンなを!う 



%^驢@卸臟 
目標を額は1億円？ 
パーチャル懸賞に当選すると、 

宅配便びやってくる。食べ物なら 
なずびにあげればいいし、その他 
の品物な5部屋の好をなところに 

飾0つけることび可能。なおバー 
チャル懸賞にはエンディングが巧 
左最初はテレビ同様の100万円、 
次は1日日0万円、1億円と次第に 
八ードルび高 < なってい<。 

©NTV「進ぬ！電池少年」/NTV/HUDSON SOFT/SEGA制作協力：Hi Corpoほtion/白夜書房 

ホンモノの!賞にネット経由で臟 
'同時に、ゲ-ムの中の愚賣も楽しめるのだ 

白夜書房刊「質とるマガジン」 
より提供された豊冨な懸賞情報を 
モニターで確認、選択。ゲーム感 
覚で実隙の懸質に応募でさる手軽 
さが、本作の最大のウUだ。 
このとを、お楽しみ要素のバー 

チャル懸賞び同時に起動。これは 
文字どおり架空の懸賞だび、当選 
すればモニター内に生活する、ち 
びキャラなすびの部屋び豪華にな 
つていく。また、なすびびランダ 
ムにつづる曰記を楽しむことちで 
きる。たとえ本物の懸賞に当たら 
なくてち、こちらで遊べば幸せに 
なれるかを？ 

00お肉か当趙〇兀巧び。 
ると、寝たきりなすびになって 
しまう。さっそく食べさせよう 

〇なすびの部屋。窓や巧をよく見る 
と輯匡—ジ3ンにな-;1ている 

f健康が態って？ r 
なすひ'の健康状態はステータス 
で管理されている。これは体力、 
気合い、恥じ！5い、容姿、ストレ 
ス、おなか（の具合）の目項目か 
ら成っており、なすびにアクシヨ 
ンさせたり、食べ物をあげたりす 
ることで変化。これ5び悪化して 
も死んでしまうことはないび、こ 

ちらの目を楽しませるUアクシヨ 
ンび減る。適度になずびに接し、 
パラ六一夕を良好に保ちたい。 

!を強いるr進め！電波少年」CNTV 
年ちよいもの間懸尝品のみで生活を営む;けに。そして見事、 

00万円」を達成したにをかかわらず、その数日後には同様の生 
活を韓国で行ラことになってしまった…。現在は晴れて解放のまだが、いつなんどさ、 

:怖におののし、て 再びムチヤな企画へ借り出されるやを知れない、潜在的な恐怖 

lil; 
7月22曰発売予定 
1480円（税別） 

発売元 バドソン 
開発元 "ドソン 
ジャンル 懸»ソフト 
巧を年齢 を年齢 
ディスク枚数 1枚 
涅数プレイ 1人用 
データセープ 已6 -プレイデータ 
巧を国辺陪器等 ドリ-ムキでスト’キ-ボ-ド，巧离モデム巧巧 



‘離讚!!ミSずる 
すっかり日常生活に戻ったイメ 

ージび感じ5れた、取材当曰のな 
すび巧（震とヒゲ除く）。「いまだ 
に服には違和感を感じる」と場を 
なごませる彼だが、質問び進む頃 
には、たかびテレビのお笑い企画 
と笑い飛ばすことのでさない、裸 
〜い話にち及んでしまラのだった。 

矮 
このソフトで、 
当選の感動を 
分かち合いたい 

——まずゲーム化された感想を。 
なずびそラですねえ。私の経験 
した生活びこんなソフトになって 
しまって、よろしいのでしよラか。 
本当にあ0びたいなあ、といラの 
び正直な感想ですね。 
実隙、懸賞び当たる、といラの 
は感動的なちのです。1人でち多 
くのちとその感動を分かち合いた 
いと思っていましたから。このゲ 
ームでち、懸賞生活のサワUの部 
分は昧わえるんじゃないでしよラ 

か。しかも、カラダと精巧に害び 
及ばない範囲で(笑)。 

——当時、このソフトがあった 
ら良かったですね。 
なずび実際どんなにラクだった 
か。ホントにもう、ペンダコと隱 
範'炎に悩まされつつ、ず〜っと書 
いてたんですよ。でちゲームで済 
ますなんて楽チンなこと、「電波 

少年」のスタッフび許すはずびな 

い煤)。 
——テレビを見る限り、懸賞生 
活を楽しんでいたぶラですび？ 
なずびいやいや、ちラ終わるこ 
とだけを願つていましたね。それ 
びブラウン管に現れていないだけ。 
前向きに、びんばろうといラ気持 
ちはあつたちのの、それだけでは 
収ま5ない葛藤をあつたんです。 
スタッフにを「出て行さたさや出 
ていいよ」とは言われていました。 
じやあなぜ出て行かなかつたのか 
といラと、全裸だったから。そこ 
が一番のネックでした(笑)。 

しいんですび、私の場含黒いペン 
1本だけしかわらえなかったんで 
•••(笑)。そラなると数に物を言わ 
せるしかなかったんです。 
でを私ち今思い返すと、あんな 

生活二度とは耐えられないですよ。 
あの経験び記憶として残っている 
からこそ、同じ緊張感は保てない 
と思ってしまラ。 ©当！の〕ツなどなし2^^! 

膨大なAガキこそびgJi 
_11をD?び那た> : 

、懸賞生釉ままさに修行 
i生きることの意胁i 
f分か〕た気がする 

-わ -ちっとち印象的な賞品は。 
なずびやっぱり一番最初の当選 
品、ファイバーゼU—ですね。最 
初は生活なんかでをるはずちない、 
懸賞なんてそんなに当たるモンじ 
ゃないだろラ、と思い込んでまし 
たから。でち、八ガキを送り始め 
て半月ぐ5いで当たっちゃった。 

これで、ち)しかしたらホントに生 
活でさるのかちしれない、そんな 
光日月び見えた気びしましたね。そ 
れとお米。ちっとをこれは賞品そ 
のをのよりわ、お米び炊けた瞬間 
び忘れられないんです。いよいよ 

ここから本当の生活び始ま 
るんだ、後戻0はでさなし、 
といラ気持ちになった瞬間 
ですから。 

——当てるコツはある？ 
なずび自分の場合はコツ 
なんかなくて、をラ数で勝 
負。ほしいモノとミまめたら、 
50枚でち10日枚でも書い 

てました。戦屯に抽選なら、 
多ければ多いほど当た0や 

_すくなるんじゃないかと思 

をさかのぼること1年半、若手芸人によるレまして。目山■つノV力午を 
クジ引きにより選ばれたその人こそ… 書く、というコツもあるら 

——それでち懸賞生活を続け5 

れた理由は？ 
なずびr電放か年』に負けてなる 
をのか！といラ意地とか、この 
磯会に自分の限界を探ってみよう、 
という気持ち。もっとを、頭も身 
体もいい感じになってきちやって 
(笑)、こラして八ガキを書いてい 
ることび人間にとって一番楽なん 
じやないかなあ、とわ思ったり。 
それと、ホント単純に「やめます」 
という勇気びなかった。そラいラ 
ちのび入り混じって、続けちやっ 
たなあ、といラ感じですね。た 

ったんで、人間はなぜ生をるのか、 
そしてなぜオレはこんなことを 
ているんだろラとか、そラいラi 

りとゆわない自問自答を繰り返 
たをのです。 
不自由さを目一杯ほねったか弓 
こそ、何び自由なのか、それびわ" 

かった気びしまず。令では曰常の、 
ほんのささいなことに自由を感じ 
ますね。食べ物のありびたみを 
重々分かりましたし。実隙、人間. 

は生きていることそのちのがすば 
らしい、目的ち々ではなく、生き 
るといラことび人間の最大の目的 

なのではないか、そラ思います。3 

——最後に、当選するためのむ1 

意気をお聞かせ < ださい。 
なずびこのソフトの場合ノけ 
を書<わけじやないんで、数で気 
持ちを伝えることは難しい。しか 
し前向きに、「信じるをのは救わ 
れる」という気持ちを持って/’ 

「当たるんだ」と強く愈じること。 
そして、決してあきらめずに長く 
続けることが、10日万円達成への 
近道ではないでしよラか。 



目月吕3曰発売予定 
5800R (税別） 

ヒ□インが幽霊といラ異色の恋愛マルチADV 
『まぼろし月夜』。今回は、ほとんどずベての登 
場人物と、その相関図を一ぎに掲載。さらに舞 
台となる月夜野町のスポットを公開する。 

ジヤンル1 アドベンチヤー L境巧の問発が巧i 日〇跑（7月1曰現な） 

幽霊あやめとの出妄い、そして 
その他の人間関係など、本作の世 

グシナリオ。いわゆるプ□□ーグ 
となる部分だび、ここでは、あや 

■巧"*N詰irぶお田>用 人の少女 
界観を理解するべく擺5れる短い めとの出会い、その経緯を簡単に 
シナリオで構成されたオーフニン 説明していくぞ。 

目月21曰。主人公び夕焼けを見 つた幽霊あやめび、昔の恋人と勘 
るために百の上公園へと足を運ん 違い…。その夜、朝霧南び主人公 

月夜動的のスポットを一部紹か 
舞台となる月夜野おと、主人公 町の隣町には、コンサートや演劇 

たちの通う月夜野学園の一部にス などび開かれる多目的ホール、月 
ポットを当てて紹介。なお月夜野 夜野スタープレイスがある。 

〇〇東京近交K1勤圏のべッ 
ドタウン。観光地でも都会 
でもないこの町が、本作の 
舞台となる月夜野町だ。町 
の東には主人公たちの通う 
月夜野学園がある 

だことび事の始まりであった。そ 
こで偶然（？）にも出含ってしま 
つた主人公のことを、自縛霊であ 

〇月夜載商店街の中程に早苗が穩営 
するフラワーショップがある。早苗 
はフラワーアレンジメントにを評が 
あり、隣町からのま文も来るほどだ 

のアパートにあやめを連れてさて 
しまう。幽霊とは知5なかった南 
はパニックに…。 

I 〇〇丘の上公園でずっと恋人のこ 
とを待ち続けたあやめ。勘違いで 
はあるが、一目見た主人公のため 
に何かしたいと、アパートにまで 
訪れるおちやめな幽霊さん。ここ 
でき実を知って倒れた南に憑化し 
てしまうのだが… 

〇主人公は、住宅街にあるアパート 
の2階に住んでいる。時々、幼なじ 
みの理央が勝手に出入りして、掃除 
や就濯、食事の世話をしてくれる 

©SIMS 
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o月夜野駅前の商店街。小規模の商 
店から大型店まで、さまざまな店舗 
が立ち並ぶ。主人公たちは、よく喫 
茶店やゲームセンターに遊びにくる 

〇丘の上公園の一角にある神社。震 
おの日、あやめはここで曾祖父と会 
う約まをしていた。夏には大規模な 
祭りが催され、多くの市民が訪れる 

論麵 
〇じi前までは合気道部と柔道部が共 
用していたという武道場。主人公の 
クラスメイトである葉月の活躍で、 
今は合気道部の方が盛んらしし、が" 

〇主人公たちが授業を受けて 
等部の枚舎の中。あやめが瑶 
来、南がちょくちょく主人/ぶrご 
に顔を出すようになった 

臟区 
if 



の2ごのおまけ機能 これで満足 

〇クリアしたイベントビジュアル OCG、音楽ともに申し分ないデ 
を解(勤皇の高いC Gで閲覧可能 キなだけにこの機能は嬉しい限り 

るSS 
ドベンチヤーゲー 

『With You』。それだけに期待も 
高まるばかり。今号では、第4章の 
ストーリーをダイジェストでお届け 
ずるととちに、判明した2つのおま 

け機能とゲームシステムについて触 
れていくぞ。 

3人それぞれの想いび複雑に絡 また、2人への気持ちの傾さか 
み合い、交錯していく第4章。盛 たで、イベント内容び大きく変化。 
り上びり石ピークへと達する終盤 どこでどんな展開になるのかはプ 
ストーIJ-のイベントを、ダイジ レイしてからのお楽しみだ！ 
ェストで見ていこ5。 

し味做如么 
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ゲームシステムちよ0快適なをのに 
ここでは、ヴーム中のちよつと 
した機能に触れてい<。メッセー 
ジスキップ、テキストの読み直し 
機能はちちろんのこと、ボイスの 
有無やメッセージの速度、ボUュ 
ーム調整など、オプションび巧実 
しているぞ。フレイヤーにストレ 
スを感じさせない、快適なプレイ 
環境び用意されているのだ。 

MM 瞧 
1 粒 

かが 1 
1 
i 

〇スケジユールを書き化んだカレ 
ンダーや他のオプシヨンも充実 

だり巧日巧た.まちのないn巧•••• ぉ口な的 ft吸、-例 

【削3】まを美5ゃんは、ホンHこま玉ッ七-ぶ速® -逼，■■■■’■^し速 
の抑*だと思う？ ベージ務ち 、するしない 

【巧を美】5〜ん、錶〇いね……C 動をリモ—ド ：-.子モード1 モード2 

置、夏祭写き萬？ミ甲をf宾①勤送り巧ち時ぉ 短■■■■ごご長 
【巧をなか。。气し啤早ぃ气带.ィンド2透明を M ■■illlGr谋 
……まあ、おつてあつたま玉は、解説タミ王タク主"な，，-ムー。， 
には、综切yつてまかれていたし、运じ ち察美寅錢矣巧子乃給美夕子 
るとしにら、塚は切れてしまうび百な‘’..チヤムナ柴埼みちるそのお 
•• - ，声ボリューム ■■■■扉■- 

巧累音ボリューム 
00テキスト 
読み直し機能 
も健を。親切なシステムだ 

ストのスキップ& 
読み直し機能はこの作品で 



目原を持った育巧で爵濯るルート适がを 
家庭巧才Uジナルの「ワールドツアーモード」は、 

世界各地を転戦しなが5マイキャラを育成していくの 
び目的。DC版では道中で特定のエリアをクUアすれ 
ばnsMプラス」び取得でさるのだび、どんなキヤラ 
に育てたいかで選択するルートを違ってくる。令回は 
アジアとU.S.S.Rの2ステージのルートマップと、そ 
こで得られるISMプラスについて解説していこラ。 

ATTACK the ASIA STAGE 
アジアステージは序盤だけあつ 

て分岐ち単純で、特に難しいSッ 
シヨンちない。にMプラスを得ら 
れるのは4つ目に通るA-4かB-4 

のSツシヨン。A-4はタイムアタ 

ックで、目-4は2試合目びCOMキ 
ヤラ2人と戦ラ逆ドラマティック 
バトルになる。COMキヤラのガ 
ードは甘いので、スーパーコンボ 
をラま<使えばどち5でち瞬殺び 
可能だ。ISMプラスはHardBody 

びお勧め。これは先のステージで 
r気絶しないように戦う」というミ 
ッシヨンびあるためだ。 

1 

f——_^^r- 111 ,i. ^ 

ゼ□カウンターでちえるダメ 
—ジびアップする。だ□カウン 
夕一自巧使巧頻度か’かないので 
をり重要視しなくでちよい。 

〇スー/《ーコンボで一気にみめよう 

旧M七レクトはトータルバランスをちえて 
Sッシヨン開始前に3つのにMか 

ら1つを選ぶのは、适常のプレイと 
同じ。しかしこのrワールドツアー 
モードJでは、特定のにMだけでブ 
レイしでいるとそこだけか’突出しで 
しまい、トータルで見た憬台いびつ 
なパラメータになつでしまラのだ。 

もちろんこれでち全体的なステータ 
スは上昇しでいるのだび、後々エデ 
イツトキャラとしで使巧する揚含、 
EMじよつで偏りの大寒い沉巧巧の 
ないキヤラになつでしまラことにな 
0かねない。 

[オレはこのにMしか使わない！J 

といラ硬派な人はそれでいいとしで 
ち、それではやはり3つの属性の違 
ラキャラを自分だけのテクニックで 
使いこなすという、このにER03J 
といラグームの特性を遊び尽くした 
ことにはならない。すべでのにMを 
パランスよく使えるエディットキャI 
ラを作る作業はやり甲斐びあるし、 
魅力的だとち思ラのだび？ 



ス-パ-]ンボ7タリク(A-2) 
その名の通りスーパーコンボ 

外では敵にダ_><ージをちえられな 
し、ため、Xか之のにMを選ぶこと 
になる。敵の体カゲージはT度レ 
ベル3のスパコン（X-ISMは1回） 
で倒せる程度の量なので、一発に 
賭ける戦法び望ましい。 

敵のガードクラッシュを誘って 
その隙に倒すといラ、ややテクニ 
カルなミッション。ここでは才U 

コンの使えるV-ISMを選択。敵の 
ガードクラッシュゲージは1目盛 
り分しかないので、画面端に追い 
詰めて畳みかければよい。 

夕-ゲットアタック(A.日B.4A-9) 
倒せるのは2人のラち1人だけ 

といラ、変則逆ドラマティックバ 
トル。倒せるちのキャラは毎回固 
定なので、覚えておけば問題はな 
い。飛び込みか5のコンボ等で一 
気に大ダ ージを与えよラ。 

02人が重_ _、いるところを狙え 
ば.、コンボ数も棵げて一石二鳥 

スロ—アタック（A-8) 

掛ブ技かつかみ技外では敵に 
ダ;>< ージをちえ5れないミッシヨ 
ン。ちなみにつかみ技はコンボ扱 
いなので、ただおげるよりを経験 
値を多<稼ぐことびでさる。 

段位認定キャラを作るな6己-4コースへ 
このITS.S.Rステージでは4つ目 

のエリアで、ルートによって4種類 
のにMブラスをじレクトできる。し 
かし、段位認定キャラを作るといラ 
前提でプレイしでいるなら巨-4を通 
るルートを獲ぼラ。ここで得られる 

SuperGuardは乃ードさえ完璧なら 
おげやつかみ技お别のダメージを受 
けないので、巧COM戦ではが常に 
重宝する。段位認定モードの強でな 
COMキヤラ相まには、これくらい 
の八ンデは欲しいところだ。 

WTMでの効ま的なレベルアップまは？ 
この「ワールドツアーモードJで 旱く上げるためのポイントは、基习 

は基本的にSッシヨン庇iじで考えな 
がらにMを変更しでいくちび、攻略 
の面でちが常に喪の深い遊びちびで 
ぎる。また先に度[れたよラに、自分 
の得意なにMだけを集中的に上げる 
のち一つの超びちではある。 
さで、どんな遊びちをするにしろ 

マイキヤラのパラメータをまつとり 

しなお 
卜ぃシ. 

基本 
的にが下の3つに集約される。 

「①なるべく短時間で、パーフエク 
卜で騰利する。③K.O.する時は必殺 
技か、なるべくレベルの富いスパコ 
ンを決める。③V-にMではオリコン 
で出をるだけ多くのコンポをヒット 
させるJといったところだ。COM 
の動含か!ieいアジアステージでは比 
較的楽に狙える要素ばかりなので、 
廣盤はル細工なしで思い祝って攻め 
でいくちがいい。U.S.S.Rをクリア 
した時に卜ータルレべルび18が上あ 
れば、ますますの合格ラインだ。 

：)序盤でこれだけ経験f直を稷いでい 
Wでまずまずと言えるだろう 

ATTACK the U.S.S.R STAGE 
このステージからはか々難易度の高いクッションが 

出てくる。下に挙げた4つはこの中でち多少のコツび 
必要になる物だ。ミッションによってはISMの設定を 
変える必要びあるので、基本的に全てのにMを使いこ 
なせる腕び要まされるステージとなっている。 

■敵に蚁おちを巧ードさせた場 
合の削りダメー ジ■びアツブす 
る。ここで無理にこの旧Mブラ 
スを狙わすとち、巧のステージ 
にはをつといいちのび…。 

〇画面端に追い詰め 
て押し切ろつ 

〇これはアジアステIジをク 
リアした直後のパラメータ。 

前半は速なクリア祖いのた 
め、攻撃力重視のX-ISM 

fク用して：；る 

o各^SMの特性を活 

1 
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まず、オフロードマシンのワイルドなぎ動を制御し、 
AIドライバーを育て上げるための碁本を身につけよ 

ラ。それがひととおり終了したS、コースで実地訓 
練だ。今回はU.S.A•とエジプトを解説ずる。 

マシンを思い通りに操るには、 行法について勉強しよラ。これに 
実際の車の物理的特性を知ってお 慣れた5、いよいよAI育成にチヤ 
くことび重要だ。ここではその基 レン义かない周回数でレベルを 
本中の基本、荷重移動を使った走 上げるための方法を覚えよラ。 Jつた走 

[_ま巧の昼本、商重な動をマスターしよ司 
ブレーキング、ちしくはアクセ 基本的に、コーナー手前で軽くブ 

ルオフによって車重はフ□ント寄 レーキングしつつアクセルをゆる 
りになる。この現象を利用すると、 
フ□ントタイヤのグリップび増し 
て高い旋回スピードを得られる。 

めなびら進入。そして、タイヤの 
グUップを越えないよラにアクセ 
ルをコント□ールするのだ。 

PI3—ナーホで巧な巧巧 

7シンの性格は大をく分けて2つ 

||け 
発売中（7月8曰） 3け年齡 を年齡 

已800円嫩別） 復巧ブレイ 2-鬥巧 
発売元 CRI 1己-ブレイデータ 
開発元 CRI 
ジヤンル レース 100% 

し2ごのステップを実巧して、AIを育ぶ] 
本作の隠れたウ1」、Afの育成。 

このAI、基本的にプレイヤーの技 
動作を教え込んであとあと苦労し 
ないためにち、初期段階の基本を 

術を蓄積して育っていく。ヘンな おさえておこラ。 

何を学習していないAIは子おと 
同じ。ストレートでをアクセルを 
全開にでさないほどだ。よって最 
初は、主に基本的なテクニックを 
学び取らせなければな5ない。こ 
れは、备コースをそれぞれ20周 
前後周回すれば日K。 

アクじルワーク、ブレーキング、 
ステアリング操作、ギアチェンジ、 
サイドブレーキ、バック、ドリフ 

^卜、障害物◎避、這い越しの9頂 

〇わざとバックして、動作を教育 

目。それぞれが4レベルすつにぶ*^ 
かれでおり、独自に成長しでいく。 
なおサイドブレーキやパックは、 
意國のじ使わないとまったくレべ 

ルアツブしないぞ。 

最初のラちは、イン側を攻めす 
ぎないよラに走ろラ。AめS未熟な 
ラちは、必ずといっていいほどイ 
ン側にボディをこするラインを学 

んでしまラからだ。逆に急なヘア 
ピンなどでは、早めの減速でイン 
をえぐるよラに走行して、アウト 
側へふく！5まないよラにしてや5 

なければならない。 



チャンピオンシップのノーマル 
モード冒頭の2コース。タイムア 
タックでエジプトを選択するには、 
このモードを3位政上でクリアし 
ておかなければな5ない。 

ここではさ!5に上のクラスでも 
通用する、タイムアップのコツを 
説明ずるぞ。また、それぞれのコ 
ースにおけるセッテイングの要点 
を解説していこラ。 

—t —I —f —I —E —■ —■ —■ —■ ―F —t —P —f ~i —r ―[ ―r 

スタートポイント付近の長いス 
トレートと、Rの大きいコーナー 
で構成された高速コース。チェッ 
ク2の洞窟エUアを過ぎたところ 
には、迫力ある連続ジャンプ台び 
待っている。車体の向さをまっす 
ぐにして、みらつかずに跳ぼう。 

霉離聲硝よ 
ストレートスピードを確保する 

ために、最高速奇〇の設定は不巧 
欠。ただし、高速コーナーの脱出 
スピードび伴わないとそれが生か 
されない。そのため、弱アンダー 
ステアのヴリ ツプ感あふれる足回 
りを作ろラ。リアタイヤのグリツ 
ブを上げ、リアサスペンションを 
固めに設定することで、ムダなス 
でドをがえるのだ。 

—I —I - 

チIック1巧おじ,漏II丘yぶ隔脚 

1コーナーじ対しでアウト寄り、 
すなわちろ測を走行。そしで、スト 
レートエンドじちなするギャップを 
通過したら、一瞬間を置いで程くブ 
レーキングしよう。このあと、アク 
わJしぞちょっf^房すr^イV側の邮师 
へとノーブか•向き、無理なくコーナ〇早めのタイミングで、 
—へ辦び込めるぞ。 曲がるきっかけを作る 

チェック吕I日關巧 
洞窟内はSまコーナーとなっており、オーバースピ 
ードで進入するとリアが流れで失速する。120〜 
140Km/h程度のスピードを保ち、コーナーを立ち 
上びるまではノ\-フアクたルで走ること。 

チIジク3 

荷重を前に移しでの走行に撤し 
よラ。ジャンプ台を過ぎたら、路 
面がアスファルトに変わる境目の 
ま前でブレーキング。そのまま突 
入するとタイヤのスキール音びす 
るはす。これが止むところまでア 
クたルをゆるめるのだ。慣れでく 
れば130km/hm上で®びれるよ〇微妙なアクセルワーク 
ラになる。 を学べるポィン^^だ 

コースのほとんどび砂地である 
ため、I」アタイヤび非常に流れ和 
すい。また、随前こ日日！<m/h程 
度のスピードでクUアしな< ては 
ならない超低速コーナーび存在。 
こまめにアクセルのオンオフを行 
うことで、ルさいターンをむびけ 
つつすばやく脱出しよう。 

チIジク巧 

唆乡上J•レが蘭範鹏 
畐本のに、U.S.A.でのじッテ 
イングをややオーバーステアに振 
つたち向にずればいい。といラの 
は、あまりリアがグリップしすぎ 
ると小さなコーナーでの回頭性び 
悪くなるため。リアサスペンシヨ 
ンを柔らかめじしでいくといい。 
また、低速コーナーからの脱出ス 
ピードを確保するため、ギア比を 
下げでおくことを忘れすじ。 

j |i| Iゾ顏|1防!)阳邮口腸感 
120〜140km/h くらいを保つ 

よラに八ーフアクじルで走る。ア 
ウトにふくらみやすいので、アウ 
卜-アウトのラインをキーブする 
よラ/むびけよラ。 

じイン側を通ることちできるが、こ0青争かにアクセルを開け 
ちらは立ち上びりで遅れでしまラ。て、脱出態勢に入ること 

『バギーヒート』公式ホームぺージアドレスはなのとおりです。 
http://buggyheat.dricas.ne.jp/buggyheat/ 

かjfaiTaiと巧ってくれ！ 
I !■バギーヒートJのディスクか 
Iらジャンプできる公式ホームぺS 
■Ri》惨照）では、ユ-ザ-がア 
ッブ□-ドしたAIドライパーが待 
機中。このたび、DC専門各誌が 
そこへ殴りこみをかけることにな 
った。ちちろん本誌ち、強力なAI 
を引っさげでこのを画に参如しで 
jる。腕に覚えのある諸兄よ、ぜ 
ダウン□ー ドの上対戦しでほq 
ちしをこのドライバ-を巧ち 

[1かせるなら、下に掌げた謡のマ 
>を觀できる難は十分だ。 



，峨辦勝嚇義續蔚髮 
澄省與 

限界で攻めなければライバルに バルの前に出て、おとはその状態 
勝てないよラな状態では、あまり をキープするよラな走りのコツを 
にも分び悪い。バトル序盤にライ まとめてみた。 

■ 3力豪 
効率良くクェストモードを進め ろラとしてち、一般車に激突すれ 

るな5、まずしU下の勝ちに徹した 
基本をおさえておこラ。 

最初にちえられるクレジットは 
ねずか2日日日0。ただしこの範囲 
巧で買える車でち、戦闘力び低く 
てダメ、といラことはない。むし 
ろ、高価な車を買ラたゆにチュー 

ニング代をケチっていると、序盤 
のライパルたちに苦戦することに。 
ゲーム後半でお金に困るよラなこ 

とは決してないので、一度選択し 
た車には限界までチューニングを 
施してバトルに臨むべし。 

いかにコース形状を覚えて、ア 
ウト.イン.アウトのラインを取 

ばまずバトルには負けてしまう。 
臨機応変にラインを変えられるよ 
うに、コーナーには限界よりも 
20km/h程度低いスピードで進 
入、そして立ち上が0で速度を稼 
ぐような走りをむ掛けよう。 

クリーンな手とは言えないび、 

ライバルび後ろか5迫ってきたら 
容赦なくブ□ックしたい。 
ライバルは壁ぎわか5追い越し 

をかけて<ることび多い。そこで、 
こち5を壁ぎわ半UギUを走行し 
てブ□ックしよラ。ライバルは自 

車に激突し、減速を余儀無くされ 
る。この方法を使えば、最高速で 
上回るライバルにを勝利でをる。 

コースは内回り、外回りのどちら 
かを選択できるが、ここは前香を獲 
ぶことをお割めする。といラのは、 
コーナーの見通しか’が◎りに比べで 
格段じいいため。对しでが回0の場 
合は上り坂の割合が多く、一般華の 
◎避がグッと難しくなつでしまラ。 
さでコース中には、容易にライバル 
を出し抜けるポイントび3つを巧し 
でいる。ろにをしたア、イ、ウびそ 
れに当たる。 
ますアの場ちだか’、中央のの〇返 
しに巧ると、敵事は必す減速する。 
ここは絶巧の追い越しポイント。こ 
こで敵車を抜いたら、松隐のコーナ 
-を巧理せず走り祝ろラ。これでパ 

。飞 
hルには勝ったち同然だ。 
次にイの場合。ジャンクションま 

前とトンネル入□のろ高速コーナー 
で敵車か’減速。さらに、そのをに2 
力巧ある橋げたでは、敵車が大さく 
減速した0、一般車にひっかかる確 
率が高し、。 
ウの揚含は、ジャンクション後の 

左コーナー進入時びねらい目。ここ 
では、なぜかコーナーのはるかま前 
で敵辜びス□ーダウンずる。またそ 
のをに続く高速コーナー群でち、ぎ 
かスピードをゆるめる傾向びある。 
なお、富速コーナーで一般車に追突 
しでしまラと、形勢は完全に不利と 
なる。巧央のラインを守っで走れ。 

興者願 

圍閣 
团 

泛公園寸近の切り返し 

トスチユー■ンクVライバル."。 
ミ的こ対応することがIf利の稱 

0このくらい壁に接 
あすれば大丈夫だ 

0もつともま価な車 
でも、戦闘力はま 



■BBSる!わ-ニジジを它がィジジ 
ゲーム中では語5れないノ くーツ 

の効果、およびチューンの度合い 
と対応セッティング項目の関係に 
ついて説明しよラ。 
◎エンジン 

タイムラグび短縮される。ステー 
ジ2でク□スSツシヨン、ステー 
ジ3でファイナルギアをセッティ 
ングでをるぶラになる。 

もっとを金をつぎこむべき項目。 
ステージび上びっていくと全体的 
なトルクび向上。最終的には排気 
量お上がり、加速、最高速とをに 
パワーアップずる。このとを車重 
は重くなるをのの、車体そのちの 
の重むは下びっていく。 
◎ち回0 
コーナリング特性を変えられる。 
ステージ2になるとセッティング 
頂目のブレーキバランスを、また 
ステージ3では車高調整、ならび 
にバネレート、減衰力を調整可能 
になる。ちなみにステージび上び 
ると、バネレート、減衰力とをお 
のずと固めの方向へと向かラ。 

車重を軽量化して、加速および 
減速をシャープにする効果アU。 
重むち下びるので、回転モーメン 
卜び抑え5れてコーナIJング時の 
安定に畜与する。 
慰マフラ_ 
中間回転域におけるトルクを上 

げ、加速性能を向上させることび 
可能。ちなみに高価なをのには、 
車重を下げる効果もある。 

一見ルックスを変えるだけのよ 
ラに感じられるパーツだび、実は 
タイヤのグリップカを上げ、車重 
を軽減する機能をわっている。 
◎その他のパーッ 
グリルとリアバンノ く一■は軽蘭1：、 

エンジンパワーを□スなく路面 それ政がは多少車重び重くなるを 
へ伝えるために必要な項目。加速 のの、高速域での空力性能を上げ 
抵抗を下げ、シフトチェンジ時の て車の安定性を増すことび可能。 

ライバル出現の法則をざっと紹 を改めてしまってち、その後は通 
介。なお、序盤に登場するチーム 南ライバルと同様にコースを徘個 
の特徴を表に示した（弱い順に上 
から並べてある）ので、バトル時 

の参考にしてほしい。 

するよラになる。 

チームU—ダーを2人倒すごと 
に、]人の大ボスび自車の後ちか 

基本的に、弱いほうの数チーム 
か5ランダムに登場するび、まれ 
に序盤では絶対に腮てないヤツび 
出現することおある。チーム名を 
確認してか5戦いを挑むこと。 

5出現してバトルを挑まれること 
になる(表中に紫で示したをの)。 
なお、初回バトルに敗れてしまっ 
た場合は4曰、8曰…といった4の 
倍数の曰に再び登場。ただし、一 
度登場した大ボスを倒していない 

そのチームの一般メンバーを全 状態だと、いく5多くのチームI」 
員倒すと、突然自車の後方から登 ーダーたちを倒していても新たな 
場。ちなみにここで勝てずに曰付 大ボスは登場しない。 

チーム名 No. 傾向とがま 1 
ROLLING 
GUY 

001〜 
004 

リーダーじ(列のメンバーなら、まったくのノー 
マル状態でを勝利でさる、序盤のカモ的存在。 

CURVING 
EDGE 

005〜 
009 

FF車ばかりで構成。エンジンをステージ2にし 
て、コーナーの多い場所で勝負しよラ。 

SS 
LIMITED 

010〜 
015 

ブ□ックを多用ずるクセの悪いチーム。加速重 
摘にして、ちマッフのイの場所でぶつちぎれ。 

ELEGANT 
WILD 

016〜 
021 

そろそろ全体的なチューンに着手してから戦い 
たい。とくにシャシーの軽蛋化は必須だ。 

MAX 
RACING 

022〜 
029 

最高速げ伸びるヤツらなので、完全な加速重視 
ではなくファイナルギアを低めにしておこ5。 

DIAMOND 
IMAGE 

030〜 
035 

低速コーナーび速い技巧派。エンジンをびつち 
り強化して、高速コーナーでリードしたい。 

FINE 
DRIVE 

036〜 
043 

S13〜1曰専門チーム。上のチームと性格が似 
ているので、高速コーナーで勝負をかけろ。 

TWISTER 
044〜 
049 

死角のかないU—ダーび強散。全体的に、ステ 
ージ3政上のチューンを施して臨をラ。 

死神 
ドライバー 

134 加速と最高速を兼ね備えている。ファイナルギ 
アとク□スミッションを両方とを低めに。 

ha時ずぎの 
シンデレラ 135 ^高速コーナーでリードを広げ、低速コーナーで 

;はブロックに徹すれば、安価なきでを勝てる。 

賣巧中のおお 136 
i車本体の性能差が問われる。25000クレジッ 
1卜切上の車に買し順えて戦うこと。 

妄見のを莲 137 
'コイツと戦ラまでには所持をを豊富になってい 
jるはず。確実に勝つためにはフルチューンのみ。 
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ユーコン除との戦闘 
【II.C.0079.12.23】が 曰々几わたっていなしけ服0のパト [U.C.0079.12.23] 
キヤ’リートン採掘所の戦闘び終 

わった時、南部侵攻部隊をアデレ 
ード基地の陥落に成功していた。 

「ホワイト-ディンづ」は、奪 
還したアデレード基地にて"イエ 
□ークオツカ"と合流。周辺警戒 
の引さ継ぎび行われ、アデレード 
市街の暗礁空域（コ□ニー落とし 
の被害で廃墟と化し、未だ復興の 

目処をたっていない地区）のパト 
□ールを行ラことになる。 
そこでアデレード基地か6脱出 

し、潜伏していた敵部隊と遭遇。 
さらに沿岸部では、ジオンび新造 
したと思われるミ替水艦ドックを発 
見。停留中のユーコンの部隙との 
遭遇戦となる。そしてそこから不 
審な輸送ヘリび飛び立とラとして 
いたのだび…。 

〇建物が'倒れていたり、地面の起げ 
が激しいので、戦いにくいステジ 

夏巧壳の注目巧、巧是ソフトなどなど 
人気タイトル11本の最新情巧をお旧け 

ゾつ卜 — 

WMmm 

戸ii贈ガンダム施iiHlr" [ 
しコ□二-の落ちた脈".お認S!細 口月吕日現街 _I 1111111iptii 

今号は『超発明日0Yカニ 
パン』をはじめとした近 
曰発売のソフト情報び盛 
りだぐさん。また、『ポッ 
プン2』『スピードデビル』 
といった新着ソフト情報 
ち満載だ。 

〇魅力の一つである団体戦も、 
さらに就練されたものになっ 
ている 

超現実をコンセプトに、ガンダ 
ムのもラーつの物語を擺る3Dシ 
ユーティング。発売日も正式に8 

月2目曰に決定し、現在は開発を 

順調に進んでいる模様だ。 
今回は、入手した新着□ムから 
ステージ己の作戦内容、戦闘画面 
を紹介していくぞ。 

A一 
I^W T 

〇ムービーやメイン画面など、 
見た目の部分でも大幅にクオ 
リティアップしているぞ 

驛目標：MS/ユーコ 
蘆揚MS:ザクn/ゴッ 



落ちてくる「ポップ君」のリズ 
ムに合わせてボタンを押ずだけと 
いラ簡単ルールなび5、絶妙なノ 

Uの良さと楽しい操作感で大ヒッ 
卜した『ポップンミュージック』。 
現在、アーケードでは多数の新 

曲•新キャラを採用した『〜2』 
び稼働中だび、そのr〜2』び早 
<ちDCに移植される。今回は 
『〜2jからの新キャラ目人とそれ 
ぞれの新着画面を公開しよラ。 
なおDC版は、アーケード版に 

はない才Uジナル巧を13巧追加。 

またアーケードで好評だった「パ 
ーティーモード」ち採用されてい 
る。このモードでは通常のポップ 
君にまぎれて「イベントポップ君」 
び落下。それを取ることで、さま 
ざまなイベントを起こすことびで 
さる。多人数プレイに最適だ。 

S?帮スIス.1イトけ□ウ 
下ので評判の、チヤキチヤキの江戸つ寺おかつぴ 

。その外見の通り、曲は曰本の/む「演歌」！ 
ポップンと演歌のホ目性はいかじ？ 

;キュートでポップな 
;ネオ•ア]-ステイリクA十、の！ 

横巧の路上ライヴから有奋になったギターボップ 

力—y ■ 
見たまんま、インドのお藤様。でち辛いちのは苦 

しい。巧ちインド風啸のポップ 
r〜2Jでは簡単な部類に入る。 

新キャラもぞくぞく登場!！ 

.歌つでしゃべれるミュージシャン。大 
iきな懐中時計び累育各ル說のウサギつ 

ぽい。巧は単純明快でノリの良いデジ□、ジク。 

f不思議の国の 
iデジ□ック ゾ1乂 

翻国窗fejjini 
200ホの眠りから覚めたヴァンA 超纖15のギタ- 

^* イアが、8段だったのでバンドを結る、ヨ-□、リパy々Jし、ン-ンの力IJス ■イアろ<、暇だったのでパンドを結 
成。曲はいわゆるfビジュアル系Jの□ツク。 

ビジュアル系 
ヴァンパイア 

超絶技巧のギターテクを請 
る、ヨー□ッパメタルシーンのカリス7。曲は超 
富速のへヴィーメタル。難易度は高いぞ！ 

ユーy i高速ギター① 
!‘メタルの力Uスマ ダSやん 

fplアメリカ大陸大爆走!！ ♦発売曰： 9月発売予定 
♦価格（税別）：已800円 

[ スピード•デビル •発売元；ユービーアイソフト 
参開発元：ユービーアイソフト 
♦開発状況： 7096 

海が生まれの豪快なレースゲー 
ムび曰本上陸！ネバダの砂漠や 
コnラドの雪道など、アメリカ大 

陸のさまざまなコースげ舞台。賞 

cm化粧した深し、漂をを疾走する 

金を稼ぐことで、新車購入や改造 
も巧能になる。また速度制限を破 
ると賞金げ加算されるといラ妙な 
システムちあるぞ。 

〇前にあるのは古代メキシコの寺院 



きにアイテムが完成！たまに 
失敗して、ネオネ斗がムダになることも 

〇才ープニングでは、カニパンとキ 
ッドの活躍がアニメで再現されるぞ 

本を調べたりして発明のヒント 
を得ると、カニパンが発明をひら 
めさ、アイテム作成のヒントびキ 
ッドに記録される。ヒントをちと 
に材脚を集め、発明マシンで的確 
に加工すれば、冒険に必要となる 
アイテムを作り出せるのだ。 

〇コアをイ軍って自分だけのロボトを 〇攻撃と防御をうまく使いかけて、 
作り、バトルで活躍させよう 敵ロボトをやっつけるのだ 

ご 
プ□グラミング日ボッ側11 

yオネット八ンドラー 

参発売曰； 7月29曰 
♦価格（税削）5凯0円 
•発売元：マイク□ネット 
•開発元：マイク□ネット 
•開発状況：100% 

マリオネットと呼ばれるル型ホ 
ビー□ボットの戦闘プ□グラムを 
作成し、1対1のバトルを繰り広 
げる純粹思考型ゲーム。性能の異 
なる自機のマUオネットか5いず 
れか1機を選び、武器やパーツを 
購入してノのーアツプさせていく。 
ただし、適切な行動を実行でさる 
かどラかはプ□グラムチップの組 
み方次第。□ジカルな思考を与え 
て、相手を邊駕するのだ。 

プ□グラムチップはr移動」r加 
逊階劃憬敵」といコた、基 
本動作をつかさどるをのび基本。 
さらに、探索結果や機体状況を判 
断する「分岐]、そしてプ□グラム 
の流れを制御する「ラベル」び存 
在している。これらをフ□ーチヤ 
ート状に並べることで、マリオネ 
ットの動をを制御するねけだ。 

〇うまく索敵し、が況に合ったな撃 
をしかける。育てがいを感じる一睽 

00このマリオネットは、TYPE 
I •瞬発力強化型。どの武器を持 
たせるか、シヨ’>プで思案中 

〇それぞれの記号が、1つ1つのプ 
ログラムチップを表している 

キッドとI 埋B; 
冒険に行こラ 

旧0Yカニパン 
ロボトの頭？〜 

参発売曰：発売中（7ち8曰） 
♦価格（税別）： 5800円 
•発売元：セガ 
♦開発元：1 
♦開発状況: 

新米発明家のカニパンが、行ち ジナル□ボトを作って暴走□ボト 
不明になったシュウ博±を捜しな たちと戦ラこともあり、勝てば発 
びら、□ボトの暴走事件の真相を 明家レベルび上びるのだ。 
解日月していくRPG。冒険に必要な 
アイテムは、発明して自分で作ら 
なければならないぞ。また、才U 

ンは全自動、プ□グラムチップで作成 アクシ 

巧明家としての腕をみがけ 
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基本的な行動として、「労働」「武 

術の鍛錬J r異性との恋愛Jなどび 
用意されており、これ5を平均的 
にこなすことで普通の生活び送れ 
る。そして、ゲームに慣れたらマ 
ニュアルに頼5ない自由な生活を 
始めるといいだろラ。 

〇王国一の格闢家になるためには、 
すべてを犧おにして修行する必要が 

ゲーム開始時にお前や性別を選 
択し、一度王国の住人になった後 
は、プレイヤーは寿命び訪れるま 
での時間を自由に過ごすことび可 
能。過ごしちび分からない人は、 

〇王国にはさまざまな巧まがある。 
が、もちろんサボっても良い 

CHfoc ご-1 忙でもう。の入をを臟体験 

ルド•がトランドプラス 
〜オルルド王酬語〜 

♦発売日： 7月巧日 
•価格（お削）： 5800円 
参発売元：リバーヒルソフト 
♦開発元：—ヒルソフト 
•開発げ況：100% 

PSで発売され好評を博した架 
空生活シSユレーシヨン[ワール 
ド-ネバーランド』びDCに登場。 
プレイヤーは、架空の世界「オル 
ルド王国」の一員となって、曰々 
を過ごしてい < のだ。 
本作には、プレイヤーび成し遂 

げるベを「目的」や特定のス!-一 
U—はび設定されていない。あえ 
て言ラなら、プレイヤーび自由気 
ままに曰々の生活を楽しむことが 
唯一の目的となるのだ。 

00王国の住人とのふれあいを楽し 
みながら、自分だけのゆとりのある 
人生を送ることができる「人生SLG」 

BDC版オリジナル要素は、内蔵モ 
fムを使ったさまざまなコンテン 

。プレイヤー専巧のBBS (掲示 
!板）やグリーティングカードび巧意 
[されでおり、それらを使っでブレイ 
トー同±の交流びできるのだ。 

2 音速のドッグファイトを再現 エアフオースデルタ 

I発売日： 7月29日 
»価格（お別）： 580C 
»発売元：コナミ 
»開発元：コナミ 
>锦発状況：10096 

実をする最新銳の戟闘機び勢ぞろい 

コナミが贈るDC才Uジナル3D 

シューテイング『エアフォースデ 
ルタ』。フレイヤーは、架空の巧和 
国に所属ずる戦關機乗りとなり、 
さまざまな内容のSッションをこ 
なしていく。ミッションを遂行す 
ることで報酬を受け取り、さらに 
高性能の戦闘機へと柔り換えるこ 
ともできるぞ。 

〇〇ブリーフィングの内容通り 
に、効率的に作戦を遂行せよ！ 

©Riverhillsoft-KONAMI 

本作に登場する戦闘機は、敵味 
方含めてすべて実在する主要戦術 
戦闘機を探用している。ベトナム 
戦争し:!後に登場したちのを^イン 
に鲁国か5集め5れた機術ま、テ 
の数全22機+ a。そのすべてに 
精緻なモデIJングと重厚なテクス 
チヤび施されているぞ。 

jた、単座戦闘攻擊機。後継機は< 

0160年代生まれながら、現をも航 
空自衛隊を始め、多くの国の第一線 
で活躍しているち機だ 

〇現をのロシア軍を巧表する戦闆機。 
徹底的に機動性が重ネ見されており、空 
中戦ではF-15を凌ぐ性能を誇る 

行動の選が肢はまさに無限 



PSで好評を得た『マリオネッ 
トカンパニー』びDCにを登場。 
むを持つ□ボット「マリオネット」 
と暮らす日力月のなかで、彼女を 
より人間5しくすることび目的だ。 

プレイヤーはマUオネットを改造 
し、またコミュニケーションをと 
つて感情を育てていく。マUオネ 
ット政别にを、さまざまなキャラ 
との物語び展開するぞ。 

アニメ、コミックで人気の「ア 
キ八バラ電脳組」びゲームになつ 
た。プレイヤーはアキ八バラ参中 
の一生徒。自分のパタPiを友人の 

〇ノ巧Piをタダでもらう代わりに• 

パタPiと避ずせることで「八ート」 
を集めるのび目的だ。アニメで活 
躍したキャラの他、オリジナルの 
参中生たちを多数登場する。 

パ女Pi 、 
の世巧で大流 

巧しでいる電脳 
ペット。お達か 
らの友情をr八 
ート」に変換し 
で蓄積でさると 
いラ特殊な能力 
を持つでいる， 

パタPiを遊ばせ、ち情のネツトを広げよラ 
主人公はパタ円をタダでもらラ 

代わりに、八ートを半年で已〇〇個 
集めねばならない。自分のパタPi 

を友人のパタPiと遊ばせ、相手を 
喜ばせれば八ートをゲット。最初 
は数人の友人しかいないび、八一 
卜を得る5ちに徐々に友達の輪ち 

^〇1 

広びってい<八ズだ。また誰の 
パタ円と遊ぶかによって、パラ 
メータび変化していくぞ。 

〇とりあえず隣のを人のところへ遊 
びに。キャラごとの小劇場もあり 

ィベントも発生 
友達のパタ円と何 
度を遊んで友情を深 
めると、イベントび, 

発生することがあ 
る。善キヤラごとに 
さまざまなイベント 
びあるので、好さな 
キヤラとは何度も遊 
ぶといいかち。 

〇パタPi同±の遊びで、コマンドを 
正確に入力できればハートをゲット 

ノ〇アニメの主人公.ひばりのパタPi 
とイ印黃も遊ぶと、こんなイベントが 

©KA- NON/講談な 

コミュニケーシヨン コンズ'ドラ〜クシヨン 

〇マ‘Jオネットと会話を重ねると、〇購入したパーツを組み込んで、彼 
徐々に反応が人間らしくなってくる ホを自分好みに改造することが可有目 

幻の街卜□イアを歩こう 

严巧'齡P! 

•発売日： 7月の曰 
•価格（税別）：己800円 
•発売元：TBS 
参開発元：TBS 
•開発状況：10096 

TBS系列で放映中のテレビ番組 [ 

「世界ふしぎ発見！」びアドベンチ 
ャーゲームになった。プレイヤー 1 

はr世界みしぎ発見！」の調査員 i 
となって、紀元前12世紀のトロ 
イア文明へタイムスUップ。ポU 1 

3ンで再現されたち巧都市を探索 1 

する中で、卜□イア滅tの謎に迫 1 

っていく。 i 

麵 
m 

0^元前の 

|r;^ 却 

し.議 

トロィァ文明を品. 

g^概任を目指して勝負! 

[ 真脯巧れ 

♦凳売日： 7月2吕日 
♦価格（税別）： 4800円 
♦発売元：アルトロン 
♦開発元：アルト□ン 
•開発状況；10096 

こいこい、巧合わせ、はちはち、 
おいちよかぶの4つの競技び楽し 

める花札ソフト。メインとなる卜 
—ナ六ント戦モードでは、1月か 
ら12月まで毎月、ライバルたち 
と各競技の大舍で激突。年間ポイ 
ントを競つてい<。またルールを 
自由に変えてのフU-対戦、手 
役-解説などのモードをあり。 〇ゲームでは珍しいはちはちも 

-TBS • SEGA • MICROCABIN • TBS/HITACHI/テレビマンユニオン-ALTRON 
《『マリオネットカンパニーJの画面は開発中のものです。 

A’夕Piで跡るち達の輪 •発売曰： 7ち29曰 

アキAパラ到i細 
参価格（税別）； 5800円 
♦発売元：セガ 

1 パタPies! 
参開発元：セガ 
♦開発状況：100% 

〇主人公：お壊れがけの 
マリオネトを拾ぅ 
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♦発売日/7月犯 
♦価格（お別）/5800円 
♦発売元/セガ 
•開発元/セガ 
参ジャンル/□—ルフレイング♦巧ま年お/全年お 
♦ディスク权数/1枚 
♦毎数プレイ/1人用 
參データセーフ/18 -プレイデータ、12S •=ニゲーム 
•が応周辺植ぉ等/ぷるぷるばつ< 

人気アニメがRPGに。アイテムの 
発明びポイント。（P102で紹介） 

アイテムの発明が楽しい 
オーソドックスなRPG 
主人公びビジュアルメモUを持つ 
アニメとのメディア云ックス作品な 
のだび、アニメび終了してか5の発 
売となってしまったのは残念なとこ 
ろ。ゲーム内容はオーソドックスな 
RPGで、気楽にプレイできる。発明 
といラシステムびユニークで、ヒン 
卜を探しなが5いろいろ考えて、ア 
イテムを作り出すことび楽しい。た 
だ、発巧品を完成させるまでの手順 
びひど<長い場合ちあり、お使い夕 
イプのRPGび苦手な人には辛いか 
を。ゲーム本編のグラフィックは地 
味だび、アニメーション部分はキレ 

イなので、原作フアンは満足でさる 
出来だ。 （刈屋：©己時間） 1子供だまし？いやいや 
しつかり作Sれてるよ〕レ 
同名アニメのテーマである「発明」 

を上手に生かしている。RPGには不 
巧欠の情報収集に、アイテムを発明 
するためのナゾナゾをからめ、歯ご 
たえ十分だ。しかを一度聞いた情報 
は、好さなとをに重要な部分を確認 
でさる。対象年齡を考慮してのこと 
だろラび、ストレス輕減に役立って 
いる。映像的にはDCで出す必要性 
はあるのか、といラ声ち聞こえてき 
そ5だび、既発売の専用ビジュアル 
メモUと連動しており、その点でを 

押さえるベさ点を押さえてある。た 
だ個人的には、ソフトからSニゲー 
ムを落とせるようにしてほしかった 
び…。 （井上：©己時間） 

(得点の根拠は？つ 
♦発明システムびいい感じ。ビジュ 
アル的に地味な点は残念。けり屋） 
♦子供か5大人まで楽しめる、良む 
的な作りを評価。 （井上） 
♦アイテム作成などのシステムび意 
外に奥深<、結構T寧に作り込まれ 
た良作。 （青木：© 6時間） 

體帮6]■捕綱《駭既Pe! 

iHgHiH 

7月8曰〜7月29曰 

巧売ホ定ソフト 

夏化みを目前に控え、DC巿場をヒートアップ！を目I 
の通信巧な『フレイムグライド』『ワーネパ』の評価I 
は？そしてSS最後の大作？『Wth You』は？なI 
お『シーマン』『クライマックス』は次号で評価します。J 
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FRAME GRIDE 

•価巧嫩別）パ 
♦凳売元/フロム 

7ち1已曰 
/6800円 

]ム•ソフトウェア 
参開発元/フロム•ソフトウェア 
参ジャンル/アクション< 
•ディスク枚数/1巧 
♦データたーフ/2 •二 
♦巧な周辺機§ 
卜•キーポード、ぶるぷるぱつく、VGAポッご 

•ル/アクション♦巧を年齡/全年お 
.ク枚数/1枚参複数プレイ/2人同時 
Iむーフ/2 .フレイデータ、巧巧設定 
D辺機器等/巧度モデム、ドリームキヤ三 

3D空間で展開ずる対戦メカアク 
シヨン。 （P32で紹介） 

1通信が戦をメインに 
ちえている人向けの作品 
職人的な作り込みで定評のある同 

社らしく、しっかりまとまった良品。 
—見、接近戦重視の®象を受けるび、 
実際には遠距離でち独自の戦略で攻 
撃を組み立てられるので、遊びちの 
幅は広い。パーツ組み換えなどアク 
シヨン政がの戦略性を高<、多方面 
にわたりプレイヤーを飽ささせない 
ギSックび盛り込まれている。また 
予想政上に好感賴だったのび通信対 
戦。キー入力に対するキャラの反応 
ち良く、1人用とほぼ変ね5めプレ 
イ感覚で遊べる。戦いちC日M相手 
とは比べ物にならめ熱さで、これを 

やらずして何をやる！といラ感じ。 
通信对戦をメインに考えているなら 
お勧めだ。 （伊藤： 〇12時間） 1シビアだび理不居さはない 
絕巧なバランスびむ地イイ 
攻擊に移る際の動作が少し鈍い点 

と敵機を見失いやすい点。この2点 
が少しだけ気になつび、プレイを大 
さ<損なラ程ではな<、かな0楽し 
ませてを6つた。シビアなゲームな 
のだび、ちゃんと機体の特性を考え、 
戦術を組みたてていけば必ず勝てる 
バランスは見事。パーツ交換による 
機体のカスタマイズを、パーツを作 
り出す楽しみげ加えられて意外に八 
マる。パッドでの操作感覚だび、最 

初の数回は機体の操作を武器の使い 
方を複雑に感じて「こんなのでをな 
し、！」と嘆いていたが…すぐに慣れ 
ました。 （山□: 0日時間) 

C得点の根拠は？） 
•システム的には多少席削りなさ6 

いをあるび、通信対戦の魅力を加な 
してこの点数。 （伊藤） 
♦機体のデザインに惚れ込んでいる 
ので、少し甘めの点です。（山□) 

•通信対戦はやは0楽しい！といラ 
ことで+1。_ (井上：0 5時間） 

&寧窺啡®。1 !且^且g且 
ワ-ルド•ネバ-ランドプラス 

〜オルル巧醜語〜 

IHP iiHH 

♦発売日/7月1已日 
♦価格徽別）/5800円 
•発売元/Uパーヒルソフト 
•巧ち元/リパーヒルソフト 
•ジャンルノシ=ユレーシヨン 
•巧ま年!K/を年K •ディスク巧巧/1巧 
参巧なプレイ/1人巧 
♦データセーフ/150 •フレイデータ 
•巧な周辺腿等/ドリ-ムキャスト-キ-ポ-ド，巧Bモデム 

架空巧巧rオルルド王国Jで、人 
生を疑拟体験。（P103で紹介） 

[]ただ喜5ずだけ 

Uでもゆちゃ楽しい 
やること自体は難しくない。荷物 

引さずって仕事したり、訓練して戦 
って出世したり。何人ちの男と付さ 
合って、ふられた0結婚した0。年 
に1回、独身男女の集尝みたいのび 
あって、みんな一生懸命相手探して 
たり。あまつさえ結婚後をほかの男 
と巧を合ってみたり。あ、あと、国 
で一番の金持ちになったとさは嬉し 
かったね。で、やってるラちにやめ 
られなくなっちゃラ。難しく考える 
ゲームび苦手な人にはオスス方です。 
通信の部分は、ゾールとか巨BSと 
か、知らない人と交流でさて楽しい 

かを。みんないっせいに王国でプレ 
イでさるな!5文句なかったんだけど 

（大石：04時間） 1平凡でませな曰常に 
飢えているひとに 
フアンタジー風異世界で一市民と 
して生活する、風変わりなソフト。 
たくごんのCPUキヤラと出会って、 
恋をしたり試台をした〇…といラ 
旧割をゆったりと楽しむのが正し 
い遊び方だろラ。明確なシナリオや 
目のは特にないので、放湖万丈の冒 
険にはならない。でを、曰常ってそ 
んなをのだし、「平凡な毎曰」といラ 
空間に浸れば、不思議と幸せな気分 
になれる。ただし、会話の種類びか 

なく、行動パターンび作業的に感じ 
られるのび難。キャラの人数び多い 
分、このへんはいたしかたないとこ 
ろか。 （荒田：© 3時間） 

ご得点の根拠は？） 
♦ゲームの流れはPS版と同じ。や 
ったことない人な5+1点。（大石) 

♦ちっこいキャラび大置に出て<る 
ので個体を覚えられない。（猜田） 
♦充実したプレイをしよラと思った 
ら、結局マジメな生活を送るしかな 
いのび残念。（伊藤：©] 0時間） 

脚四四 
171616 

■価巧（微IJ) /已800円 
♦発売元/TBS 
•開発元/TB3 
参ジャンル/アドベンチャー 
•巧ま年齢/全年齢•ディスク枚数/1枚 
参ち巧フレイ/1人用 
♦デ—タセ—プ/15 .フレイデータ 
♦対応闺辺货器尊/VGAボックス 

幻の古代文明「卜□イアJ滅じの 
謎に迫る。 （P104で紹介） 

単なる歴史ガイドじゃない 
ラブロマンスをち0です！ 
r巧巧ふしぎ発見！」とあるので歴 
史紹介ソフトかと思った5、ギUシ 
ア神話の「卜□イの木馬」を題材に 
した歴史体験アドベンチヤーでした。 
シナU才的には、スリルあ0、アク 
シヨンあり、ラプ□マンスありで、 
ちょっとした映画風の展開。登場人 
物ちいい昧を出していて、特にガイ 
ドは何かと笑える存在だった。ただ、 
ゲームとしてと5えると不満点び…。 
Sニゲームびい<つかあるび、どれ 
を内容はいまひとつ。また街中の移 
動では、視点の問題からか酔いが生 
じる。謎辭きの部分を少なく、やや 

ゲーム性び薄く感じたのは残念。 
(児玉：0日時間） 

nアイデアは面白いび 
Uプレイ摄境の悪さは問題 
純粋にゲームとしてみるとツライ 
点は多い。マップ移動時の□-ドの 
多さ、移動の遅さ、おおざっぱなポ 
リゴン、入れるかどラか分か0にく 
いドア。そしてなにより「酔ラ」こ 
と。低い視点でヌルヌルと動くため 
か非常に3D酔いしやすく、プレイ 
するラえでかなり支障びある。 
だび「遺跡でしか存在しない街を 

CGで再現」したラえで、「歴史の謎 
を独自の解釈で解く」のは、けなり 
知的好奇むを刺激する試みである。 

せめて移動時の「酔い」びなかった 
5、歴史好さにはをっと楽しめたの 
では。 （五十嵐：0日時間) 

C得点の根拠瓦？ 
•シナU才の展開にはやや興味をひ 
かれたび、いかんせん移動に問題あ 
り。この部分がマイナス。（児玉) 

•ゲームとしての完成度はあいが、 
試みとしては西白い。個人的には童 
臣大阪城の再現希望。 （五十嵐) 

♦画面は酔いやすいび、音声関連の 
演出はいい。（刈屋：0 3時間) 

鑛害で]■sfiiiril li白i白!白 

NOIWW山ttdlAn WWM1AOS 
义巧えレみ 
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♦発売曰/7ち22曰 
参価ち（税別）/4800円 
•発売元/アルト□ン 
•開発元/アルト□ン 
•ジャンル/テーブル 
♦巧を年お/全年お参ディスク巧が/1枚 
♦ま酱!フレイ/1人用 
•データセープ/2 -フレイデータ 
•対応周辺機器等/ぶるふ’るぱっ<、VGAボックス 

こいこいなど4種の競技が楽し 
める花ホしソフト。（P104で攻略） 

本格派の名に偽0ないが 
だか6こそ気になる点を 
勝利の「ごほラび」のない、純粋 

な花札ソフト。本当に花札び好きな 
人でないと楽しめないが、地ななび 
5下寧な作りは好感び持てる。メイ 
ンとなる「トーナメント戦」は大会 
を重ねるごとに時間制限などのルー 
ルが徐々に厳し<なるため、ゲーム 
を進めるなかで自然と腕を磨くこと 
び可能。初む者から中級者へのステ 
ップアップには最適だ。「はちはち」 
び遊べるのを珍しい。 
気になるのは、ネ目手の取り札び自 
由に見5れない点。3D時は相手の 
番にしか見えず、2□時にはリーチ 

表示びじゃまになる。細かい部分だ 
び、本格派と銘打つからには気を使 
って欲しい。（五十嵐：© 4時間） 1出来は悪<ないのだび 
気になるところび… 
巧札といラか、テーブルゲームと 
しては、安定して楽しめる1本。咨 
競技のJレール&専門用語をわかりや 
すく解説されているし、画面レイア 
ウトを見やすくまとめ6れている。 
また、思考ルーチンを、ちゃんとキ 
ャラクタごとに違いび感じられた。 
だび、気になった点びひとつ。にい 
こい」を3D視点でプレイすると、 
"腊負"か"こいこい"かをミ央めると 
さに、相手の取り札を確認でさない 

のだ。のるかそるかの、重要な判断 
ネオ料になるところなだけに、問題ア 
IJと言わざるを得ない。競技中に 
2D視点への切り換えびでされば良 
かったのに。旧中：©2時間） 

C得点の根拠は？つ 
•巧化自体は及第点。ただ本当に好 
さな人!;(がはツラい。 （五十嵐） 
♦3D視点でのマイナス点びなけれ 
ば+1でさるのだび…。 （田中） 
♦3D視点で相手の取り札び見られ 
ないのは困る。（荒田：© 2時間） 
親父直伝のIお札はyトランプ約！よりI 
花札歴17年Iひさびさ獅挪き I 

!回胃且iH 

•ジャンル/アドベンチャー 
•巧を年齢/全年お•ディスク巧数/2巧 
襯プレイ/1人巧 

参デ—タセ—ブ/8.プレイデータ 
♦対応周辺搪器普/なし 

パソコンで大ヒットした恋愛 
ADVの移植作。（P92で紹介） 

ノペルズ風のシステムだ机こ 

シナリオに奥深さが巧しし、 
今まで発売された恋愛ADVに比べ 

ると、かな0ノベルズ色の強さび目 
立つ。その女のテへ一直線といラ人 
なら、特に問題な<エンディングは 
迎えられる。二者択一だし…。でを 
確かにどのキャラにを魅力を感じる。 
個人的にをすご<良いと思ラび、や 
は0シナU才びちよっと物足りない 
かなぁ。真奈美編はズレてる気がす 
るし。シンプルなシステムなだけに 
もうかし話の展開に華びあれば、か 
なり評価の高し、作品になったのでは。 
そラ思ラとちよい残念かな。でを、 
人気び高い理由びわかるぶラな気び 

する。やはりキゎラび良いから…。 
清木：0 ]日時間） 〇ヒ□インに八7レるかび 

巧き嫌いの分かれ道 
パソコン版と比べてを遜色ないど 

ころか、これまでちF&C作品を移植 
してをただけあつて、グラフィック 
などの出来はヴスガの一言。このこ 
だわりは嬉しい。ただし普通のギャ 
ルゲーだと思5と、r落とせない」キ 
ャラばか0なので、その辺りの不服 
び出るのかを。パソコン版自体び、 
2人のヒ□インのラちどちらかとし 
か結ばれないノベル風アドベンチャ 
一なのだか6、菜織と真奈美どちら 
かに対してノ \マれなければ厳しいか 

ちしれない。だび、スI''一U—、ヒ 
□インの設定とちに八マることびで 
をれば、青春の甘酸っぱい1ページ 
を感じることびでをるのでは？ 

(大野：0 2日時間） 

(得点の根拠は？1 

♦ヒ□インとそのシナ1」才で採点。 
菜織9点！真奈美日点！（青木） 
♦ほぼパソコンそのままの移植度に 
満足。 （大野） 
♦キャラに魅力を感じたび、シナU 

才はをラーつ。（児玉：©8時間） 

織嚮阳孝弓獄 
iHsIaiH 

巧 ぶ UT 接aMW 孤 
五十嵐前号のレビューで大好評の 
r首都高バトル』び、発売週だけで 
10万本突破の大ブレイク！ 
巧玉今号にを隠れた大物び!？気 
になる2本を取0上げてみるッス！ 

通信専用？ ロボットACT 

『フレイムグライド』 
五十厳フ□ムの□ボットちのとい 
えばPSのrアーマードコアJだけ 
ど、それに比べでどラかな？ 
伊藤rアーマードコアJのイメー 
ジで買ラのはお動めできませんね。 
操作性は一緒だけど、巧こラは戦場 
が舞台のミッション制、こっちは！ 

对1のが戦びメインですから。 
山□操作ちこっちのちび難しい気 
がするね。パッドのせい？ 
井上PSよりボタンびかないせい 
か、同時押しび多いですね。4つ同 
時押しを強いられたりとか、なんか 
rポップンミュ-ジックJみたい煤)。 
山□ただ、難しい操作にち一理は 
あるね。機体の動きと視点の動きび 
違ラとか、やり込むと考えられでい 
るのが分かっでくる。 
井上でち、レスポンスびねすかに 
遅めな気びしますが…。 
伊藤そのげね0、まだテストの段 
階とはいえ、通信対戦でち動きびま 

ったく落ちなかった。八ッキリ言っ 
でこのグーム、初めから通信が戦の 
ためだけに買っでちいいくらい、逼 
信はデキがいい！ 
山口1巧1なら人間と闘ったちが 
面白いからね。fラリーJほど混ま 
ないだろラし、通信が戦しでみたい 
人にはオススメでさるよ。 

やはり女の子はをい方 
がいい？『With You』 
松、本キヤラちいい。ストーU—ち 
悪くはない。でちシステムび…。 
青木I■落とせる」キャラび2人と 
いラのは、ちょっと不満ですよね。 
特にfフレンズJのあとだけに。 
大野でち、このグームでは二者択 

一の富藤か’恋愛の原動力だから、こ 
れはこれでいいんじゃないかな。 
巧玉だから、真奈美か菜織のどち 
らかじ転べないとツラいッスよ。搜 
はミヤーコ命ッスた、ら。 
大野それはかなり特殊な気がする 
が…。まあ、[フレンブJみたいな 
ボリューム感はないけど、シンプル 
にお話を楽しめるよ。感じとしでは 
少女向け恋愛ル説のノリかな。とこ 
ろで、青木くんの巧みは？ 
青木乃絵美！あんなカワイイ娘 
び巧じゃ、ちラ我懼でさな…！ 
大野アブノーマルだな。じゃあ五 
十嵐さんは？ 
五十嵐そりゃ、まさしだろ！… 

つで、おいみんな、なぜ逃げる？ 
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U測削陌rt ムはゲーム全体の制限時間で、こ りタイムび全体のタイムに加算さ 
れびゼ□になるとゲームオーバー れるので、素早く适速な消火テク 
だ。火災ポイントではそのシーン こックび要求されるぞ。登場は7 

ごとの制限時間び表示され、時間 月中旬予定。楽しみに待とラ！ 
内に消义すればボーナスとして残 

『クレイジータクシー』、『エアラ 
インパイ□ッツ』に続くセガの 
「職ゲー」第3弾、それびこの『消 
防±ブレイブフアイヤーフアイ 
ターズJだ。プレイヤーは消防± 

となり、燃えさかる災を消火しつ 
つ、逃げ遅れた人たちを救助して 
いかなければならなレ。 
プレイに使用するのは消防ホー 

スを模したコント□ーラ。手元の 
赤いボタンで放水し、先端のノズ 
ルで集中放水と拡散放水を使い分 

けることびでさる。ゲーム中では 
実隙の火災現場のよラに広範囲に 
燃えている場所や部分的に燃えて 
いる場所などがあるため、このノ 
ズルをラま<使って状況に応じた 

消火をする必要びある。また放水 
ボタンを巧しっぱなしにしている 
と水圧び弱まり、水の出び弱くな 
るといラ点にわ注意び必要だ。 
画面上部に表示されているタイ 

,〇〇リアルな炎が圧倒的迫力 
gjで迫る。的確に状況を判断 

消义せよ 

:場所によっては那び义して延 
担こす場合もある。周囲の小さ 
乙ミオしてち気な抜けない_ 

夕々に復活のfメタスラXJ。今回 
はステージ攻略とはまた違ラ、ちょ 
つとマニアックな情報をメインにお 
届けしよラ。また要所には、SNK 
のfメタスラXJ開発チー厶のちか 
ら頂いたコメントち掲載。マニア並 
びに初む着ち必読だ！ 

避巧須m踩 
通常1面ボスの横にいる敵の嫁長 

は、ボスび倒されると白旗を振って 
降参する。ところびある条件てで、 
この隊長を爆死させることびできる 
のだ。やりちは、「クリア後白旗を 
振っている時にボスの主砲弾を当て 
る」といラちの。要は主砲弾を鬟っ 
たと同時にボスを破壊。なおかつそ 
の弾を、旗をおっでいる隊長に当た 
るよラに誘導すればいいのだ。 

SNK rこれは開発中に陈長死亡 
の演出があった頃のを残ですね。特 
に隠しポーナスとかはありませんJ。 
いざやつでみると激ムズだび…。 

〇まあこんな感じにをれば成]:力。ち 
なみにこのネタは、開発チームの人 
たちも巧らなかったそうだ 

し唯一3面ボスに対しではその常識 
が通巧しない。ボスびしやがんだ時 
真下にいると、問爸無巧で潰されで 
しまラのだ。ちちろん乗り隐りお敵 
ち例がではない。この理史は？ 

SNK「一般的にゲームといラも 
のは原則がありそれを最後まで貫く 
のが普通でずび、本作品においては 
見た目で納得できそうな場合にはこ 
れをがれてもよしとしています。あ 
れだけ巨大なボスに踏まれたんだか 
6、人び乗っていようといまいと壊 
れるだろラ…といラねけでず」。 

物卜臟猛を植顯 

言われでみれば納得の理屈だ。 

〇ボス戦小ネタ。2人プレイの場合、 
1®&端はを全地帯になります 

3ツトや□クツトラン 
チヤーなどの敵にヒツトすると爆発 
する武器アイテムには、ある独特の 
効乗びち在する。それは測した敵に 
追い打ちがかけられることだ。爆発 
で吹っ飛んでいる敵には地上に落ち 
るまでのねすかの間、当たり半!!定か‘ 
残っでいる。この時に1発だけ攻撃 
を当でることびできるのだ。手持ち 
の武器はちちろん、距離びおければ 
タイSング次第で近接の擊ち当でら 
れる。ただし狙っでやるのはかなり 
難しく、確実に狙えるのは3面中ボ 
スの後に出るド□ツプシヨツトで、 
屋根の上の敵を剧す時くらいしかな 
し、。これち弾のバウンドする位置を 
調節する必要びあるので難易度は高 
し、。宗裕か‘あれば祖っでみよラ。 

諭i啼論端' が' 
:お 產-j 
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7イテムの出現ミち則 
グーム中に出現するアイテムはま 
溜弾などの固定物お外、すべでラン 
ダムで出現するよラになっている。 
従って3方点のま百や光るコウモリ 
び出るかどラかはまさに運まかせな 
のだ。凶前記事巧でタイムが関係 
云々と書いたが、調べび足りません 
でした。どラをすんません。 

巧川留美と一文ぎ百太郎 
留美と百太郎はいわゆるお助けキ 
ャラだび、一瞄捕虜扱いで救助ボー 
ナスち高い。この2人に関するルネ 
夕。接锁する前に當美を撃つとアイ 
テムを2個多く落とさせることびで 
きる。また宜太郎は通窜気合弾で援 
護攻撃をするか’、プレイヤーびお接 
攻撃を出せる間合いまで敵に近付く 
と◎し滿りをする。これはほとんど 
見られないので結構レアネタ。 

編 SION 
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ピd世#;Sf捕巧| 
レーザーは武器アイテムの中でも 

かなり強力であるが、発射時のエネ 
ルギー消費星び大きいのが難点。そ 
れをカバーするためには]^前に雜れ 
た屈巧キャンたJレか‘有効（消費室を 
抑えられる）なのだび、このキャン 
たルレーザーにはちラひとつ大きな 
効果びあるのだ。それはr通常のレ 
—ザーよりも1回でちえるダメージ 
び大き<なる」といラこと。実はコ 
レ、プレイヤーの間では121の頃 
から蹲されでいた現象なのだび、は 
たしで本当のことなのか？ 

SNK [■本当です。レーザーのキ 
ャン七ル撃ちを巧ラと、通常の倍の 
弾数を発射しているのと同じ現象び 
起こるのでず。なぜそラなるのかは 
ややこしいので割愛しますが、結栗 
的に同じ1発でも与えるダメージは 
2倍になるので、敵を半分の時間で 
破壊で定るよラになります。しかも 
エネルギーの節約にちなるので一石 
二鳥。正確には攻擊力び上がってい 
るわけではないのですが、効果とし 
ては同じだとちえても5つて構いま 

せん。実はこの現を、開発內部でも 
レーザーを担当したプ□グラマーな 

がは、今回（編集部に）指摘される 
まで誰を知りませんでしたJ。 
といラわけでキャンtルレーザー 

は強い、 といラことび見事罰明され 
た。早速実戦に授入しよラ！ 

tv 

ドラ7テぶ置gな展閲に息を巧ゆr 
この『消防±』は『ゾンビUベ 

ンジJと同じく、映画のよラなス 
トー1」一展開に沿ってゲームび進 
んでいく。ホテルのオープニング 
セレモニーで大乂がび発生。館内 
には市長を始めとして多数の市民 
び取り残されている。炎と戦いな 

びら逃げ遅れた市民を救い、やつ 
と市長を発見するび、市長ははぐ 
れた家族を捜しに制止を振り切つ 
てがの中へ…。といラ感じで序盤 
のストーU—は展開されてい<。 
はたして事件の結まやいかに？ 

02階の廊下が崩れ落ちた。緊張点 
溢れるイベントシンも満載だ 

ンゲーム、再び見参！ 

百攝す 
カプコン/稼動曰未定 

ダイナミックなアクションとゲ 
-ム全体を貫くクールな世界観。 
今なおカルト的な人気を誇る『ス 
トライダー飛竜』の続編がいよい 
よ登場だ。今回は前作でをお馴染 

いつたアクションに加え、ダッシ 
ュび使えるよラになった。武器は 
画面を見る限りサイファーのみだ 
び、前作のオプションのよラな補 
助兵器を登場するのだろラか。新 
たな世界観、新たな敵。新たな飛 
竜を体験できる時はもラすぐだ。 I .5ラでせリで 

かた思つ壊パ面 
柳しと乗はび1々 

n Jすに時- 7 ゾ 
心壊ク讯 

でク撃スでぜ 

一i 
^驚如胞夕 

r とび体るバw 

定け弾ノンの 
設分つらラど 

度見撃なドな 
易をび発-弾 

難れち2八導 
::; ら誘 

、、の 
苗難 

店を中れ。でり 
はび逸すクドな 

で台面別ン-< . 
巧場1判ラ八速び 

務ラはでル。び上 
業違に数7ださに 

びるの-ク動の 



车pスト閣連 技量漏j 泣 
nn .な翁nnn ゲ- 

Iwllii 
ゲームフアンにお届けずる 

ム関連の最新情報コー 

。置がみを控えてイべ 

ントち真つ巧0。そのほか 
;下げしたDC①話題など 

r号ち盛りだくさんの内容 

ん、をまず。 

H売れ行を巧調、品切れ店続出!！ J 
_ 値下げで追い風に乗った？ドリームキャストJ 
日月24日からの値下げび注目を 

集めていたDCだび、P7吕で紹介し 
た通り、6月27日までの4日間で己 
万6日89台（本誌調べ）の売り上 
げを記録した。店舗によっては 
20日件近い予約び入っていたとこ 
ろをあ0、まさに値下げの効果てを 
めんといったところ。 
値下げと同時発売のソフトを好 

曰本武道館〜Jは八ードと一緒に買 
う方び多かったです。車ファンや、 
プ□レスファンが求められたんでし 
よラ（流通関係奮)」とのこと。 
ここへさて追い風に乗ったといえ 

るDCだび、さきの流通関係者によ 
るとまだまだま関としてはいられな 
いといラ。r今回の値下げでは、DC 

はほしいけど高かったから見送って 
調。「『首都高バトルJやrジヤイア いたといラユーヴーび反応している 
ントグラム〜全曰本プ□レス2 in よラです。だか5ある程度経ったら 

トピ•巧参> マジヨーラドリームキャスト値下げ 
平お彥巧ブ□デュースによる限定 

500台の「マジヨーラドリームキヤ 
スト」び値下げされる。新価格は 
28500円（税別/送料1000円が別 
透必要）。現在このマジヨーラDC 

は予約受付中。7月中旬にはおま元 
じ届くよラになつでいるぞ。 
問ぃ合わせ巧0053-437-2125 

(タイラ.レーシング） 

I巧田 
〇7月23日阵‘〜25日（日）じ謂 
/…。れる、r与鹿8時間耐义口-ドレ- 
スし.-‘’7, , ■Tレることに社一ている 

落ち着いてしまラ可能性をあ0ます。 
いずれにせよラインナツプ不足は 

解消されていない。『ソウルキヤリバ 
-Jむ降び見えてこないんです。今 
回の盛り上びりでライセンシーさん 
びどれだけやる気を出して<れるか 
び今後の鍵を握ると思います」。 
やはり最後はソフトの勝負になり 

そラだび、DCび盛り上がりを見せ 
たのを事実。今後への期待げ膨日む。 

〇秋葉原の販売店でも大きなスペース 
が割かれていた 

蹲の新CMの評判のほどは？ 
DCの値下げにさわせて放送され まだ湯りI専務ほどの巧感度はありま 

翔待でさるのでじ 
’る可能性か言いと 

ゲーム関連のグッズを巧実の 一 || 
縣キャラクタ-シヨ-1999Jへが:う！ II! 

いよいよ間近に迫った「東京キヤ 
ラクターショー] 9日9」。今回はヴ 
ームメーカーを中むに直前情報をお 

届けする。 
参加メーカーは63社。最大出展 

ブ…スを誇る角"I書店では「機動戦 
艦ナデシコ」や「スレイヤーズ」と 
いった人気キャラび集合。I-ークシ 
ヨウやサイン会などび目白押しだ。 
また、この手のイベントには欠か 

せない存在となったデータイースト 
は[REVIVE...〜蘇生〜jグッズを 
出展。そのほかセガやコナSなどた 
<さんのメーカーび腕によりをかけ 
たグッズを用意している。 
をちろんゲストを多数招いてのス 

テージイベントも充実。詳しくは政 
下のホームページまで。 
http://www.jolf.co.jp/event/tcs 

日時7月24日化）10:日日〜18: 00 
2己日旧）1日： 00-17 ： 00 

会場東京ビッグサイト東6番ホール 
入場料当日券/1200円（税込）※ル学生政下は入場無料 
問い合わせ巧 003-3231-5354煉京キャラクターシヨー事務局） 

l-V-fiBrM 
SNK 『ヴ-キング’オブ-ファイターズjシリーズのグッズ販売など。 
カプコン 『ストリートファイター』シU—ズなどのグッズを販売。 

角川書店 
f機動戦腊ナデシ]NADESに日THE MにSIONjがプレイ可能 
な状態で出展。角り1書店の誇るキャラグッズび勢ぞろい。神坂一、 
あらいずみるいらによる卜ークシヨウわに4日/12 : 0日〜)。 

コナS おなじみ『とさめさJグッズび大登場。 
コンパイル 元祖ぶよまん本舗出展。あの仁井谷社長のライブをある6しい。 

サンライスインタラクティフ rサンライズ英雄譚』び出展。そのほかレアアイテムの販売ち。 

セガ rシェンムーJやrサクラ大戦Jなどセガの誇るコンテンツから 
グッズを多数販売。ちちろんドリームキャストグッズをあるよ。 

データイースト 『REVIVE...〜蘇生〜Jの新作グッズ販売。そのほかキ 
ャラシヨー限定の福袋をお目見えする。 

骑]ンむ-タシステム rラングUッサーミレニアムJグッズび早くち登場。 
八ドソン f北へ。JマウスパッドやクUアファイルを販売予定。 

《そのほかアトラス、ESP、イマジニア、エクシング、コーエー、サン電子、トミ 
—、ナムコ、バンダイ、バンプレスト、ボトムアップ、メディアワークスなどげ出展。 
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ドリ-ムキャストも遊べちやう I 
rAKIBAX'99インタ-ネットショ-in巧葉勵開催|| 

7月] 7曰（±)〜20曰（火）ま 
での4曰間、」R秋葉原黙の駅前広場 
にて「AK旧AX199インターネット 
ショーin秋葉原」び開催される。イ 
ンターネットとデジタル家電をテー 
マとしたこのイベントでは、PCや 
モノ くイル関連の通信分野に縁の深い 
一力一約30社び出展。最新テク 

ノ □ジーを披露するのだ。 
しかを、セガびこのイベントに出 

展。当曰はドIJームキャストの試遊 
台を設置して、通信対応のゲームで 
遊べるよラになっているぞ。 
そのほかゲストを充実のこのイべ 

ント、秋葉原へ行った際には、立ち 

寄ってみては？詳し < は政下ホー 
ムぺージへ。 
http://www.akihabara.or.jp 

日時7ち17日は）〜2日日（火•棚 
11:日〇〜19 : 30に0日のみ18 :日日まで） 

会場JRが;葉原駅前広塌 
問い合わせ巧好日3-3224-日2日2 (AK旧AX’SS実行委員会） 
おもな出展メーカーセガ、インテル、マイク□ソフト、シャープ、東芝、 
富±通、ドコモ、DDし東京デジタルホンなど 

ずべての化まめまjフアンにこのイベントを择ぐ！ 
rとまめがモリのレTHE日th Anni側sary〜巧擬怖;:うよH 

■94年日月27曰にPCエンジン版 
が発売されてから己年。多<のゲー 
ムフアンを虜にしてさたコナミ『と 
さめさメモUアルJび生誕己周年を 
迎えた。そして来る8月6曰.(金） 
〜8曰（曰）の3曰間には、フアン 
への感謝の意味を込めたイベント 
「ときめきメモリアルTHE已か 
Anniversary〜文化祭に行こうよ！ 
〜」び開催されることになった。 
を期中はrとさめさ』の世界観び 
満喫でさる企画び盛りだ<さん。そ 
のほか8月19曰（木）発売予定の 
「とさめさメモIJアJレカードゲーム」 
の先斤販売ち予定されている。 
また、イベントの目玉として本邦 

日時8月日日、7曰（±)12: 00〜17:日日 
8日（日）12 :日日〜16 : 0日 

《時間は変更になる場合びあります 
会場新宿住友ビル住友ホール-地下1F 
東京都新宿区西新宿2-6-1(JR新宿駅西□より徒歩約7分） 
入場料無料 
問い合わせ巧巧03-347日-3044 (fときめきメモリアルj文化祭事務局） 
《±、日曜、祝日を除く1己：日〇〜] 7 : 0日 

東京ゲームシヨウ'99秋は 
9月17曰〜19曰に幕張メッセで開催 

先日、「東京ゲームショウ'9日秋」 
の開摧概要発表記者会見び行われた。 
それによると、開借日は9月17日 

(金）〜19曰（曰）までの3日間 
(17曰はビジネスデー)。開催場所 
はおなじみ千葉県-幕張六ッセ。テ 
ーマはヴームの新しい未来をここか 
ら発信するといラ意味を込めて、 
「Coming Surprise〜スゴイは、こ 
こか！5」。出展メーカーはこの不景気 
を反映してか、前回から1日社減っ 
て目7社となっている。 
一般入場券の前売りは8月上旬よ 

り全国プレイガイドにて行われる予 
志。金潮ま10日日円（税込/ル学生 
政下は無料）となっている。 

恐怖の世界を音楽で 1| 

rバイオAザ-ドオ-ケストラ〕ンヴ-卜199引III 

による「バイオ八ヴードオーケスト 
ラコンサート]日9目」の公演が巧ね 
れることになった。 

『バイオ』シリーズか6の選りすぐ 
0の楽巧び堪能でさるこのコンサー 

プード3Jの音楽とオープニングム 
ービーの先行紹介などび予定されて 
いる。プ□デューヴーである王上真 
司氏を出演するとのことだから、思 
わめ裏話を聞けるかを!？ 

日時目巧巧日（水）19: 00開演 
を場すみだ卜Uフォニーホール大ホール 
料金全席指定/前売S席31已日円、A席2100円（いずれち税込） 
※チケットは7月1日日（±)よりチケットぴあ、チケットセゾンなど 
各種プレイガイドにて発売。 
問い合わせ巧003-3340-0740 (カプコンセルピュータレーベル） 

ネットトクバ‘トルで本誌げ表として戦ってくれ!! III 
『ストリ-ロァィタ-25前3ヴィキョ-流鑛! ||^ 

好評発売中のカプコン[■ストリー ラちの。つまり、ドリームキャスト 
トフアイター之ER日3サイキヨー流 FAN©；くスワードを入力ずると、ド 
道塌J。ずでに通信対戦を楽しんでい U—ムキャストFANの代表として戦 
るフアンち多いことと思ラび、その ラことになるねけ。ランキングを総 
通信機能を使っての「夏休み特別企 合順位と各雑誌別の2種類を用意。 
画！豪華質品争奪！雑誌社巧 
抗!？納涼ネットワークバトル」び 
開摧されることになつた。 
何や5長い名を持つこのイベント 

だび、要するに「ネットワークパト 
ル」に参力日するとき雑誌別に巧意さ 
れたパスワードを入力して、その 
「雑誌代表」としてネットで戦うとい 

極勝ちには豪華賞品びプレゼントさ 
れるのだ。 
このイベントは7月の日（金）〜 

8月31日（火）まで開催される。気 
になる本誌のパスワードと慶勝者へ 
の賞品は7月30曰（金）発売の伽 

1引こて紹介予定だ。それまでキS 

のキャラと腕を鑛えておいてくれ!！ 

©K0NAM1 
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が®%画れ旧巧タィガ-別瞒バーンョンJき場 
SNKネオジオポケットカラーに新 
しい仲間が登場ずることになった。 
黒と黄色のストライプびかっこいい、 
「がんばれ販神タイガース限定J又ーシ 
ヨン」だ。発売日は7巧2目曰〔木)、 
価格は8日0日円（税別）となってい 
る。阪神フアンならずとをほし<な 
つちゃラね。限定版なので早めに予 
約してお < といいかを。 

〇本社が大阪にあるSNKはやっぱり阪 
神ファンが多いのかな？ 

r ちのを巧も宙ぉできる口 

歴史トレ-デイングカ-ドゲ-ム5國ま赤臥u i 
「歴史トレーデイングカードゲーム 

云國志赤壁大戦」び発売されること 
になった。おなじみの=國志の物語 
でを、孔明出產か5赤壁の戦いまで 
をトレーデイングカード化した本作。 
曹操や劉備、孫権、孔明といったお 
なじみのキヤラやイベントなど2已8 

種類のカードびあ0、お好みの軍勢 
を作って合戦び楽しめる対戦型カー 
ドとなっているのだ。 
♦7月31日江）発売価格：スタ 
-夕ーキット（日0枚入り）1己日日 
円、ブースターパック（1日枚入り） 
400円（いずれを脱別） 

制作：コーエー販売：やのまん 
問い合わせ巧狂03-3色2己-7033 

(やのまん） 

ぶつけでみた。 
♦rワーズ•ワースJ 
やはりまず気になるのはこのタイ 

トル。今年になってPC版ち発売さ 
れ、夢くのフアンびむ待ちにしでい 
ることと思うのだび、エルフさんか 
らはr未定でずJといラお返事。ど 
ラやら気長に待つしかないみたい。 
♦『制服 
〜ノ\イスクールカウントダウン〜J 

ア□—マ（ユーメディア）から発 
表されたこのタイトル。本誌でち何 
度か紹介しでいで、熱拟なフアンち 
多かったのだが…。 

「大変お待たせしてずみません。市 
場の状況なども鑑みて、とりあえず 
サターンでの開発は中止させていた 
だくことになりました。ただ、『制 
服』は何らかのおでは出したいとお 
いまず（広報/黒木)J。別のブラッ 

ドy—ムキヤストのアンテナショップを3 

新デートスポット渋谷GIGOオープンJI 

00〜17 ; 00は彼女:たち「ドリームメイツ」 
がDCの超びちを教えてくれるよV 

トフォームでの発売を検討中とのこ 
と。正式発表を待とラ。 
•rモニカの城J 
サターンの初期からrファラドウ 

-ンJとしでカレンダーにちを連ね、 
今なお発売日未定の知る人ぞ知る、 
このタイトル。パイオニアLDCに聞 
いでみると「制作上の都台により発 

トワークび楽しめるのはをちろん、 
試遊台の設置やグッズ販売など、フ 
アンにはたまらない空間。そのほか 
女性の身だしなみのための「パウダ 
-ルーム」など配慮は万全。もちろ 
ん肝むのアミューズXントマシンを 
充実。約21日台にも及ぶ最新機び設 
置されているのだ。デートの折りに 
はぜひご活用 < ださい。 

営業時間 
10: 00〜24 : 00 (ホ中無休） 
巧03-日458-2201 

ームシヨウで発言しでいた通り、 
DCで化すことじなりそラ。rijも 
DCに移植されでいるし。 

フIJツキーアイランドJ 
最渚に、’99年発売となつでいる 

じガのこのタイトルは？ 
r現在、発売日を調整中でず。サ 

売を中止しまず」とのこと。ラ〜ん、 夕ーンにソニックが登場ずるまで 
残意、。 しばしお待ち下さい（パブリシテ 
• ruアルサウンド2 イチーム/ウイルス义田)J。 

〜霧のオルゴール〜J 

な前ワープの飯野賢ミ台巧び東京グ 

0多彩なアクションが魅力のアクション 
RPG『モニカの城』。発売中止は残念 
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まる5めでI、ちバ■ク 
音楽や映像など、さまざまなメディアに広びりを見せるゲームコンテンツ。ここでは 
そんなゲームの周辺にスポットを当てていきまず。今回はf電脳戦機パ’ーチャロン 
オラトU才-タングラム』のCDのほか映画や書籍などてんこもりの内容でず。 

LCD 待望のサウンドトラック発売!！ 
『電脳戦機バーチヤ□ンオラトIJ才-タングラム』 

IMOVIEf この夏山田家がおじやまします。 
rホーホケキヨとなりの山田<んJを国上映!! 

DC版ち待ち遠しい『電脳戦機バ 
ーチャ□ンオラトU才-タングラ 
ムJだび、業務用のサントラが2枚 
同時発売されることになった。タイ 
トルは「電脳戦機パーチャ□ンオラ 
卜IJ才-タングラムオフィシャルサ 
ウンドデータDNASIDE」と「〜 
RNASIDE」。初回特典はキャラク 
タステッカー(目枚セット）だ。 
♦両タイトルとを7月16日発売。価 
格21日日円（税込)。発売元：マー 
ベラスエンターテイメント、販売 
元：ポニーキヤニオン。 

〇初回特典はキャラクタステツカー.こ 
のクオリティを見よ！予約すべし!！ 

と〇 

rS 

曰本び世界に誇るスタジオジプU 

の最新作「ホーホケキョとなりの山 
田くん」び7月17日吐）より全国 
松竹-東急洋画系で上映される。 
監督は名匠、高畑敷。朝曰新聞に 
て連載中のいしいひさいちの4コマ 
マンガを原作に、已人家族び織りな 
す曰常を描いた「となり」シU—ズ 
(?)第2弾。スタジオジプU初のフ 
ルデジタルアニメーションとなって 
いる。ご家族で劇撮まで足を運んで 
みては？ 

•今回は上映を記念して特別に山田 
家巳人のめいぐるみセツトを3名に 
プレゼント！希望者は下の応募の 
きまりを参照の上「山田くん城いぐ 
るみ」係まで。 

大人気TGO !』シI」ーズ第2弾、業務巧 
『RCでG日!J。このラジコンゲームのサントラ 
び登場ずる。オリジナル目GMのほかにUミツI 

クスや書き下ろしヴォーカル曲などち収録。 

義^^ぶれだんと 

描さ下ろしを含む多数のイラストを収録した『化へ。 
White IliuminationJの画集び登場。本作び初画集とな 
るNOCCHI氏の魅力び全開だ。全キャラ入りの才Uジナ 
ルシールび付録としてついているぞ。 

1 
Tが如口 

プレゼントを希望する方は下の応募のきまりを参照の上、今号のNEWS WAVEのコ 
—ナーで最も興味深かった記事名を添えて[D-P]係まで。 

〇福袋S仁將社長サイン入り色紙©りげ-トトけャッブSTシャツ©『K旧Sより…』音楽CD ©『b的tmania』力-シエイド 

…) 

fbeat maniajのサントラを記念して 
制作された力ーシェイドを10名に（提 
供/コナミミュージックエンタテイメン 
卜、キングレコード)。 

プレゼントの希望者は官製八ガキ、または本誌綴じ込み八ガキに、郵便番号、住所、氏名 
(ふりびなを)、年齢、電話番号、質品に番号びある場合はほしい賞品の番号と名称を記入の 
ラえ、ち記のあて先まで。それぞれのプレゼントの係を明記ずるのをお忘れなく。締め切り 
は7月29曰必着。当選者は版16にて発表します。なお、雑誌公正競争規約の定めにより、 
ひとつの賞品に当選されたちは、この号のほかの懸實に当選でをない場合びありまず。 

干136-8603 
東京都江東区新木場1-6-2巨 
TIMドリームキャストFAN編集部 
「7巧30日号0000〇」係 



►発売予定日： 8巧26 
»発売元：ち川書店 

DC JU-グプ□ヴジカ-クラブをごくろう！ 

オッス最高！ウイルス义田です。DC版の 
rサカつくJはとにかくすごいです。八ンパじゃ 
ありません。例えば前作で好評だった練習指示 
びさらにグレードアップします。乞うご期待！ 
(営業企画部パプIJシティチーム/ウイルス义田） 

DCサンライズ巧巧譯 
/?淵巧況， 
1 AA 

口:ホ:i ♦発売ホ定日：12ち上旬 
参発売元：サンライズインタラクティブ 
最をに発表となる登場ユニットは、はたして… 
メカ人気巧票をいよいよ今月までとなりまし 

た。ゲームのバランス、複利の問題等、様々な 
条件びありますび、巧票を重視した登場ュニッ 
卜び決まることになりますのでよろしくお願い 
します。（マーケティングプランナー/前田） 

DC fiii±ガンダムWE]に-の骑た化で• 

DC隱麵腊ナデシ]NAD閲C0 THE MISSION 

細騰編 I —twggjjcy 

をち〜て、巧回の巧巧戦ちナデシコはッ！ 
八一IJ—です。いよいよアニメ画面び見られ 
そラです。次回は…「セイヤをびっくり！才 
ーブニング」「イネスのシステム説明」「ゴート 
のはずかしい秘密V」の3本です！…んびっく 
つくつ。(ソフト事業部/洋介山） 

只今巧巧準巧中。むしてお待ち下さい!！ 
少しずつではありますが、DC版才Uジナル部 
分び見えてをましたが。これはまだ微々であり 
今後をご主人様がらみ等で新情報びお届け出巧 
ると思います。それにしてをDCは美しい。 
 (広報/山崎） 

ついに帰つてまた！ラングUツサー巧章び!！ 
DCでラングUツサー新シ1」ーズびついに発表 
されました!！サターンの既シU—ズを知らな 
い人を知っている人も、新しいタイトル[ラン 
グリツサーミレニアムJをよろしくお薦いしま 
す。 (メヴイヤ事業部/ジョン） 



コレさえあれば発売曰は一目瞭然 

船’麟就静. 
発売予定日 ソフト名 ターカーる 予定価格(税別） 

発売予定曰 ソフト名  メーカー名 予定価格(税別） 

12ち未定サンライス英雄譚 
WWW.サツカー〜参加ち募集！〜 
悠久幻想曲3 PerpetualBlue 
VJ Monster 
紫が龍2 (仮称） 

2000年1月27E 
♦発売日 

〕0 (») 
■ティ2 

サンライズインタラクティプ/未定 
Happy?/己800円 

メディアワークス/680日円 
ワカ製作所/未定 

童/未定 
童/未定 

NECインターチヤネル/未定 

tつの秘館戦棵の微笑 
デスクI」ムゾン吕 
CARRIER 
デジタル競馬新聞マイトラックマン2 
Dream Flyer【通信ソフト】 
プロ野球チームであそぼラ！ 

-ル/未定 
。/未定 

シヨウェイシステム/6800円 
セガ/未定 

セガ/已800円 
ラング1」ッサーミレニアム 曰本コンピュータシステム（メヴイヤ）/未定 
エンターテイメントGOLF (仮称） ボトムアップ/未定 
大相撲（仮称） ボトムアップ/未定 

今を バイオAホードーコード：ぺ□二力ー カプコン/未定 
9日年未定ベルセルク アスキー/未定 

クラック2 SIEG/未定 
メルク1」ウスプUティend of the century NECインターチャネル/未を 
モンスターブU-ド NECインターチャネル/未定 
ゴルフ（仮称） セガ/己800円 
電脑鞍機バーチャ□ンオラトU才-タングラム セガ/; 
バーチャストライカー2 DC (仮称） 
ALUGULATEアルグレート 
UNDERCOVER AD呂〇己5 Kei ‘ 
Littiedream 
はるかぜ戦巧Vフォース〜翼の向こラに〜 
RAYMAN2 (仮称） Ubiソフト/ミ 

2日□□年春M-SR (仮称）（エムエスアール） 
200日年夏ダークアイス 

ち超時空要塞マク□ス（仮称） 
ECC0 THE DOLPHIN (仮称） 

;戰国TURB Fanfan I口me Dunce-か 
リング（仮称） 角川香店/ 

ゴーレムのまいご 
グランディアn 
虹色天使 
郎問之H國誌 
Warロヮーズ 
学級王ヤマザキ（仮称） 
機天烈が年'S (仮称）（キテレツボーイズ） 
Baidur's Gate-パルダース-ヴーI 
Project ARES (仮称） 
Brave Knight (仮称） 
スーパー□ポット大戦（仮称） 
F-1ゲーム（仮称） 
平成巧雀荘（仮称） 

ネクステック/未定 
翔詠社/未定 
セガ/未を 

ioubiGntsndre NECホームェレクト□ニクス/未定 
川I香店/アスミック-ェースェンタテインメント/未定 

カプコン/未定 
カプコン/未定 

カルチャーブレーン/已800円 
キャラメルポット/未定 
ヴームアーツ/未定 

ジヤバンコ^ポレーシヨン/未定 
ヴームアーツ/未定 

シヨウェイシステム/未定 
セガ/未定 
セガ/未定 
セガ/ホ定 
セガ/ミ 

パンサーソフトウェア， 
バンプレスト/未定 

ビデオシステム/未定 
マイク□ネット/未定 

カンホ定 
:ア/未定 

5曰 ストリートファイターZER03 
スト1」ートフアイターZER03 (4メガRAM同捆） 

♦発売日未定—- 
99年未をモンスターメーカーホーリーダカ’一 

ソニック3DフUッキーアイランド 
発売曰未定ワーズ•ワース 

リアルサウンド2〜巧のオルゴール〜 

NECインターチサネル/日800円 
セガ/3800円 
エルフ/未定 

ワープ/己8。0円 

円円円円円円円円円円円円円円円円 
0900000008000000 

朗班閒妨閱閒が的妨閒wfs能的 
]-=フ---rvjre山ソナセセウウツ 

! っ 
W ごち 

円円円円円円円円円円 
0000000000 0000000000 

日つ5八巧5八 

円円円円円円円円定定円円 
弧TO W TO W孤孤TO ^ W孤 

阳端加解如的如郎ん心如郎 
\///// / ノラネ/\ 

靴票置謂期 S 
月 

円定定巧 
晋^作 

タイ 
; 

デ 

U齡 
W ^ 一^ W f ~ 欣 C 

邮心齡 

I 遇视綻 
5造S 川 

篇I 
加機Siスジ所 

ま：ソフトもしくは機器をので字がホ字で書かれているものは今号で巧登場したもの、青字で宙かれているものは、発売日もしくはタイトルをに変更があったものです。 
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♦記事に関するご質問は 003-5569-6233 •広告掲載に関するお問い合わせは 003-5569-6215 

•対応磯種：DCはドリームキャスト、SSはセガサターン、VMはビジュアルメモU 
ソフト。©発売予定曰—力一希望の販売予価（税別）。0発売元：発売元のメー 
カー名。カッコ巧はプランド名。®開発元：公式発表された開発元のメーカーを。明 
5ひにされていない場合は未発表と明記。®ジャンル：編集部で判断したソフトの区 
分。©対象年齢：メーカーが指定する推奨年齢。ゆディスク枚数：SSの場を、同捆さ 
れているCD枚数。DCの場合、同捆さ 
れているGD枚数を明記。®複数プレ 
イ：同時または交化でプレイでをる最 
大人数。⑩データセーブ：セーブ機能 
びある場合、セーブに必童なブ□ック 
数とそのの留。ただしDCの場合はビジ 
ュアルメモUび必要。ゆ対応周辺機器 
等：ソフトに独目対応している周辺機 
器。DCの場台は、セーブしソ巧の対応び 
あるビジュアルメモU、また内蔵モデ 
ムを使ラ機能びある場合ち明記。®現 
在の開発状況：メーカーの判断による 
ソフトの開凳状況をバーセントで明記。 

rilh ゆ8月已曰発売予定 
©5800円嫩別） 

発売元 0たガ 
開発兄 @キヤメ□ツト 
ジャンル @アドベンチヤー 
巧を年齢 〇全年齢 
ディスク枚数 @1巧 
お数プレイ @2人同時 
データセーブ ® 39 ■プレイデータ 
対応周辺樓器等 ©ぷるぶるばつ< 
現なの開発状況 0 60% (日月7曰現な） 

〈発行所〉巧式会な巧間ま店/インターメディア.カンパニー♦発行人/山森尚♦編集人/高島寿洋 
♦お集長代理/加廣政お♦續集委夏/村田巧生 <編集>♦スタッフ/荒田茂横-五十患達雄•巧藤 
巧充-児玉守-寺崎宏之-西巧俊行-山□康化•アシスタント/青木智彦-井上ま-刈屋幸治•田中 
お邦-古屋お一-お本巧〈情報企画部〉参マネージャー/福成おち参スタッフ/住藤大作-呈田恵 
•アシスタント/石井瞬子-吉田金弥〈販売部〉参マネージャー/大野浩志•スタッフ/吉野なお 
み♦アシスタント/江溯綾乃 <広告部〉参マネージャー/本間彰♦スタッフ/加藤千香モ•巧お 
友美.長含明.羽迫新一く企画室〉♦サブマネージャー/エ藤克俊 く NCC〉参マネージャー/島き 
美幸♦サブマネージャー/佐々木さとみ.高山正美•スタッフ/X®—樹.山巧惠美•アシスタン 
卜/岩田巧記テ.ル惊基広 く DTP〉参サブマネージャー/か出黃美モ•アシスタント/五十恵お 
デ-ち巧太一-大义寿之-化藤な子-离お美恵子-西原孝治-兰構お二-渡辺春奈 <デヴィン〉参 
AD/鈴木俊明（マッシュアイランド）参スタッフ一-…一一一-一'I 
弘モ〈協力>♦校閲/笠原紀彦•离島一仁•写！ 

/鈴木俊明ド 
....〈協力 >♦  _ .... _ _ 
ヴイン協力/川田博-有限会なデヴイラ-有限会なフU—ウェイ-し 
株式会社キンダイ-株式会社つかさコンピュータ-株式会社曰創-韦 
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，♦印刷/凸 

◎TOKUMASHOTEN Co.. Ltd. INTERMEDIA COMPANY 1999※本誌掲載の写真.イラストお 
よび記さの無断お巧を禁じます。また本誌記ま中のソフトさ、八ード名などは一般に各メーカーの登録 
商巧です。r®」[TMJなどの表記は省時ごせていただきました。さらに香作ちを制作着および制作会社 
に巧属するをのとし.版権の「©Jを一部省略させていただをました。なお記事中のさ著作権表ちは画 
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《Dreamcastは株式会巧1 エンタープライゼスの商本 

Eする場合は「 
鳩です。 

AD(広告)INDEX 

NECインターチヤネル 
[With You〜みつゆていたい〜〕…表® 

NECホームエレクト□ニクス 
拒S円0N-AGE-NTS〕…表⑤ 
〔セヴンスク□ス 
円ghtin呂 Integration Disc) • • ■表③ 

カプコン 
〔ストU-トファイターZER03 

サイキョー流道場〕.4 

CSK総含研究所 
〔バ半ーヒート〕.6 

シムス 
〔まぼろし月夜〕.117 

セガ-エンタープライゼス 
ロロ野なチームをつくろう!)…表③ 
〔ドU—ムパスポート2〕...68 

Uバーヒルソフト 
〔ワールド■ネバーランドプラス 
〜オルルド王国物語〜〕-42 

GAME INDEX 

〈ドij—ムキャスト〉 

アキAA"ラ虽脳組*K夕Pies!.104 

エアフオースデルタ.102 エアフオースデルタ.102 

ヴ■キング■オブ■ファイターズ 
DREAM MATCH 1999.7扫 
シーマン〜禁断のペット〜.目己 
シェンムー〜莎木〜一き横須賀.38 

首都高バトル…98 
真本巧花札.104、107 

巧日本ブ□レスUング闘魂现伝4.79 

Speed Devils .101 

SUPER PRODUCERSめざせショウビ；規！ ■86 

ストリートファイターZER03.94 

SEVENTHCR0SS 
Fighting Integration Disc.51 

世界をしぎ発見！卜□ィァ…104、106 

戰国廻己 
Fanfan I 口 me Duncedoubrenten日re …50 

ソウルキヤリバー.24 

超発明BOYカニパン 
〜馬走□ボトの謎!？〜……102、10己 
デジタル競馬新聞マイトラックマン2…64 

電波少年的懸巧生活ソフトなすびの部屋…88 
パーチヤストライカー£ DC .1曰 
バギ—ヒ—卜.日6 

ブラックマトUクスAD.8 

フレームグライド.3吕、106 
プ□野球チームを作ろラ！ .40 

ポップンミユージック吕.101 

まぼろし月夜.90 
マリオネットカンパニー.104 

マUオネットAンドラー.103 

ラングUッサー吉レニアム.吕1 

REVIV巳..〜お生〜.14 

ネバーランドプラス 
〜オルルド王国物語〜…103、10日 

〈セガサターン〉 

With You〜みつめてし、たい〜…92、107 

ダービースタUオン.74 

〈業務用> 

消防±フレイフファイ卡ーファイタース’..108 

ストライダー飛竜C 109 

メタJレスラッグX .108 
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ち本当に曲重なのですか？ 
ぅわめしやミつて言わないと 

f k ♦ 07 A pr あるH化会った、幽靈少女『あ 
タス^J ク■公の會祖父の恋人で震災のためS 

あるH化会った、幽靈少女『あやめ』。彼女はよ人 
公の會租父の恋人で震災のため想い半ばでtくなっ 

たのですが、本人は幽靈だといぅ自覚がありませ 
ん。残り2力巧で消滅してしま、っ黑やめ』を含め 

た9人のヒロィンとま人妥あなた)の、奇妙でせつ 
ない、そして、心温まるなの物語が始まります。 
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